
ロワール川

ローヌ川

エペルネージベルニー
ポワシー

ヴァレンタイン村

ユーロスターで
ロンドンへ約3時間20分

タリスで
アムステルダムへ約3時間20分
ブリュッセルへ約1時間20分

ボルドー

アルカッション

ビアリッツ

サン・セバスチャン

トゥールーズ

オーヴィラール

モワサック
サンシルラポピー

ロカマドゥール

カルカソンヌ

アルビ

コルド・シュル・シエル

モンペリエ

リヨン

ジェルブロワ
レ・ザンドリ
リヨン・ラ・フォレ
ルーアン

レンヌ

ラリック美術館
バカラ

リクヴィル コルマール

トゥール

オルレアン

アヴィニョン

ル・ピュイ

ポン・デュ・ガール

アルル

モナコ
マントン

ニース
カンヌ

マルセイユ

カシ

エクス・アン・プロヴァンス

サン・ポール・ド・ヴァンス

モン・サン・ミッシェル
ベルサイユ

シャルトル

ストラスブール

ベッチドルフ

スフレンハイム

バーゼル
ミュルーズ

ロンシャン礼拝堂

エギスハイム

ミッテルベルクハイム
カイゼルスベルク

ロワール地方

リュベロン地方

路線バス
（約1時間30分、70km）

TGVで約2時間

TGVで約1時間45分

TGVで約2時間30分

ヴェズレー

ボーヌ
ニュイ・サンジョルジュ
ヴォーヌロマネ

トロワ
シャブリ

ジアン

フォントネー

ディジョン

サンセール
ブリアール

ブール・ガン・ブレス

ペルージュ

ピラ砂丘

サンテミリオン マルケイサック庭園

ベルギー

ルクセンブルク
ドイツ

スイス

イタリア

スペイン

TGVで約2時間

ヴェルドン渓谷

セーヌ川

レマン湖

TGVで約2時間45分

約2時間

オーヴェル・シュル・オワーズ

パリ

ミヨー橋

コンク

シャンティイ

フランス
（P7～34）

● シャンパーニュとブルゴーニュ 2日間 P18 ～ 19

ランス
シャルル・ド・ゴール空港

France
フランス
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鉄道 みゅうプチ旅路線バス観光ツアー
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お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

ベルサイユ宮殿午前観光

日本語ガイドと専用車で行く ベルサイユ宮殿

人気

日本語ガイド

《共通》※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによってはホテル送迎サービスを手配できない場合があります。※宮殿が閉館する場合は催行を中止します。ストライキ予告または閉館が
予測される場合は催行を中止する可能性があります。※天候や道路事情（凍結など）、その他当社の関与し得ない事由（観光箇所の突然のクローズやイベントによる大規模な交通規制など）により催行を中止、
またはコース内容・時間の変更を余儀なくされる場合があります。出発後のご返金はいたしかねます。予めご了承ください。※繁忙期など混雑している時期は入場待ちのためベルサイユ宮殿の入場に時間が
かかる場合があります。※音楽ショーと大噴水ショーが開催される日に庭園の見学を希望される場合、庭園の入場料金はお客様負担（現地払い）となります。　《半日観光》※変更取消料として、お申し込み時
から10％、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100％を申し受けます。※トリアノン宮殿の入場料は含まれていません。ご希望の場合はお客様負担（現地払い）となります。　《昼食付》※変更取
消料として、お申し込み時から20％、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100％を申し受けます。※日本語ガイドは昼食には同行しません。※ドライバーは英語対応です。※ジーンズ、ショートパ
ンツ、サンダル等のカジュアルな服装はご遠慮ください。※レストランが特別メニューの際は料金が変更になります。※ミシュランガイドブックのレストランの星（格付け）に変更が発生した場合はツアー内容を
変更する可能性があります。※トリアノン宮殿の入場料は含まれていません。ご希望の場合はお客様負担（現地払い）となります。　《1日観光》※変更取消料として、お申し込み時から10％、参加日の（土日祝、
年末年始を除く）5日前からは100％を申し受けます。※昼食は含まれていません。ガイドが当日おすすめ場所をご紹介します。※昼食時間は、ガイドの昼食休憩時間も兼ねて約1時間取らせていただきます。

パリ発

パリ発

［運行会社］MIKI TRAVEL

［運行会社］MIKI TRAVEL

バス

プライベート

1名催行

1名催行

ベルサイユ宮殿観光と美しい森に囲まれたミシュ
ラン1ツ星レストラン「レ・ゼタン・ド・コロー」
での昼食がセットになったプライベートツアー。
記念旅行やごほうび旅にもおすすめです。

日本語ガイドが専用車でパリ市内ホテ
ルにお迎えにあがり、ベルサイユ宮殿
をご興味に合わせてご案内します。

料　金 1名 750ユーロ、2名 390ユーロ、3名 280ユーロ、
 4名 220ユーロ、5名 180ユーロ、6名以上 160ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 火～日　(5/1、7/14、11/4、12/2・25、1/1・6、2/3、3/3を除く)
出　発 9:00、10:00、13:00、14:00　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約4時間
解　散 パリ市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

ベルサイユ宮殿半日観光 FR317

料　金 1名 955ユーロ、2名以上 500ユーロ　5歳以下参加不可
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 木・金・土　(7/14、2/14、レストラン休業日を除く)
出　発 9:00、12:00　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約6時間
解　散 パリ市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

ベルサイユ宮殿半日観光とミシュラン1ツ星レストランでの昼食

スケジュール（目安）

【9:00出発の例】
09:00 出発
10:00 ベルサイユ宮殿着
 ガイドがベルサイユ宮殿を

ご案内、宮殿見学後は 
ご希望に応じたご案内

12:00 パリへ出発
13:00  パリ着

料　金 1名 1,125ユーロ、2名 585ユーロ、3名 420ユーロ、
 4名      325ユーロ、5名 270ユーロ、6名以上 230ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 火～日　(5/1、7/14、11/4、12/2・25、1/1・6、2/3、3/3を除く)
出　発 9:00　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約7時間
解　散 パリ市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

ベルサイユ宮殿とトリアノン宮殿1日観光 FR318

スケジュール（目安）

09:00 出発
10:00 ベルサイユ宮殿着
 ガイドがベルサイユ宮殿をご案内
12:00 自由昼食時間
13:00 トリアノン宮殿とマリー・ア

ントワネットの離宮をご案内
15:00 パリへ出発
16:00 パリ着

スケジュール（目安）

【午前】
09:00 出発
10:00 ベルサイユ宮殿着
 ベルサイユ宮殿をガイドがご案内
12:15 レストランへ出発
※ガイドはレストランへは同行しません。
12:30 レストラン「レ・ゼタン・

ド・コロー」にて昼食
14:00 パリへ出発
15:00 パリ着

【午後】
12:00 出発
12:30 レストラン「レ・ゼタン・

ド・コロー」にて昼食
14:00 ベルサイユへ出発
※ガイドがベルサイユ宮殿前にてお待ちしています。
14:15 ガイドがベルサイユ宮殿

をご案内
17:00 ガイドとともにパリへ出発
18:00 パリ着

ベルサイユ宮殿だけでなく、トリアノ
ン宮殿とマリー・アントワネットの離宮
も見学する完全版。

《共通》※車内では日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※往復路とも出発時間までに集合場所にお見えにならなかった場合、バスはお客様を待たずに出発します。※往復のバスは
他プランのお客様と一緒になります。※宮殿が閉館する場合は催行を中止します。ストライキ予告または閉館が予測される場合は催行を中止する可能性があります。※ストライキや天候などの事情で
ツアー出発後に閉館した場合は、返金いたしかねます。予めご了承ください。※参加人数が少人数の場合は日本語ドライバーによるご案内に変更する可能性があります。※繁忙期など混雑している
時期はベルサイユ宮殿の入場に時間がかかる場合があります。※音楽ショーと大噴水ショーが開催される日に庭園の見学を希望される場合、庭園の入場料金はお客様負担（現地払い）となります。
※バスにはチャイルドシートのご用意はありません。※宮殿内でのベビーカー使用は禁止されています。小さなお子様とご参加の場合は、必ず抱っこ紐等を各自でご用意ください。※ベルサイユ宮
殿での離団も可能です（復路放棄）。料金は同額です。　《宮殿内ガイド付》※催行日の21日前以降のお申し込みは承れない場合があります。※17歳以下の参加者は年齢を証明できる身分証明書（パス
ポート）が必要です。身分証明書がない場合、宮殿に入場できない可能性があります。※ツアー参加人数が少人数の場合は、専用イヤフォンはありません。小さなお子様への専用イヤフォンは参加
人数に関わらずありません。　《オーディオガイド》※繁忙期など混雑している時期は入場待ちのためベルサイユ宮殿の入場に時間がかかる場合があります。※宮殿見学時は日本語オーディオガイド
を聞きながら自由に見学していただきます（7歳以下のお子様はオーディオガイドを利用できません）。※17歳以下の参加者は年齢を証明できる身分証明書（パスポート）の提示が必要で、身分証明書
があっても大人が同伴していない場合は、宮殿に入場できない可能性があります。　《往復シャトルバス》※ベルサイユ宮殿入場料は含まれていません。

手軽で便利な往復バスのみのプラン。ミュージアム・パスをお持ちの方にもおすすめです。
料　金 27 ユーロ

往復シャトルバス（入場券別） FR329

催行日 火・木・日　※追加設定日 5/2、8/10・11・15、12/28・29、1/2
  （5/1、12/25、1/1、パリのカーフリーデーを除く）
  （宮殿内ガイド付のみ　11/4、12/2、1/6、2/3、3/3を除く）
出　発 8:00　ギャラリーラファイエット本館ショセダンタン角玄関口前
所要時間 約4時間
解　散 フラゴナール香水美術館前

全プラン参加者全員に オリジナルのベルサイユマップをプレゼント!

スケジュール（目安）

08:00 出発
09:00 ベルサイユ宮殿着
 《宮殿内ガイド付》
 ガイドと宮殿観光（入場）
 《オーディオガイドで自由

見学、往復シャトルバス》
 各自見学
11:00 パリへ出発
12:00 オペラ座付近着後、解散

パリ、オペラ座付近到着後、フラゴナール香水美術館
にて解散となります。美術館が実施している見学ツアー
（無料、任意参加）にご参加いただいたお客様に、
名門ブランド「フラゴナール」の石鹸とオードトワレ
の詰め合わせをプレゼントいたします。

フラゴナール石鹸とオードトワレをプレゼント！

事前団体予約による優先入場で、入場待ちの列に並ぶ必要がありません。宮殿内は
フランス政府公認日本語ガイドがしっかりご案内、おすすめのプランです。

料　金 大人 70ユーロ　子供（3~17歳）49ユーロ

宮殿内ガイド付 FR393 日本語ガイド

パリ～ベルサイユの移動は、日本語アシスタント同乗のバスで楽して安心。宮殿内は
日本語オーディオガイドを聞きながら、自由にご自身のペースで見学していただけます。

料　金 大人 45ユーロ　子供（3~17歳）32ユーロ

オーディオガイドで自由見学 FR322 日本語アシスタント

FR316

ⒸChristian Milet



8 人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付）

2018.04

2019.03

FRANCE

パ
リ

FRAN
C
E

フランス

フランス

イタリア
マルタ

スペイン
ポルトガル

ドイツ
中欧

スイス

オランダ
ベルギー

イギリス
アイルランド

北欧
バルト三国
アイスランド

ロシア

クロアチア
スロベニア
トルコ

お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

貸切公認日本語ガイドと行く  ルーブル美術館～テーマでまわるルーブルの傑作の数々

料　金 1名 360ユーロ、2名 189ユーロ、3名 132ユーロ、4名 104ユーロ、5名 86ユーロ、6名 75ユーロ
催行日 ［昼］月・水～日　（7/14、10/7、11/4、12/2、1/6、2/3、3/3を除く） 　［夜］水・金　（8/15を除く）
出　発 ［昼］9:00～14:00のお好きな時間 ［夜］18:00～19:00のお好きな時間　パレロワイヤル広場リボリ通り側マリオノー化粧品店前
所要時間 約2時間
解　散 ルーブル美術館

プライベート

日本語ガイド 1名催行

パリ発    FR410

※ツアー終了後も各自で館内鑑賞が可能です。※当日予告なしに幾つかの展示室が閉鎖になった場合、見学コースのリクエストに応えられない可能性がありま
す。※改修、作品の貸し出しなどにより、希望の作品をご覧いただけない可能性があります。※ルーブル美術館への大きな荷物の持ち込みは禁止されています。
※車椅子の方は予めご連絡ください。※ルーブル美術館が当社の関与し得ない事由（ストライキなど）により突然閉館する場合、催行を中止します。ツアー開始
後に閉館した場合の返金はいたしかねます。予めご了承ください。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは100％を申し受けます。

世界最大の芸術の殿堂、ルーブル美術館。何度通っても見尽くすことができない巨大美術館を貸切のフランス政府公認
日本語ガイドとご鑑賞ください。ガイドが一緒だと長蛇の列に並ぶことなく入場できます。ご興味に応じたテーマに沿っ
てご案内します。お申し込み時にご希望のコースをお知らせください。

［運行会社］MIKI TRAVEL

パリ発
貸切公認日本語ガイドと行く  オルセー美術館

料　金 1名 360ユーロ、2名 189ユーロ、3名132ユーロ、4名104ユーロ、5名 86ユーロ、6名 75ユーロ　
催行日 火～日　(4/1、5/1・6、6/3、7/1・14、8/5、9/2、10/7、11/4、12/2・25、1/1・6、2/3、3/3を除く)
出　発 ［火・水・金・土・日］9:30～14:00のお好きな時間 　［木］9:30～18:00のお好きな時間（5/10、11/1の14:00以降を除く）
 オルセー美術館の入口前にある馬の銅像前
所要時間 約2時間　
解　散 オルセー美術館内

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

あなた専属の日本語ガイドがご案内
ルーブル美術館と双璧をなすフランスが誇る美の殿堂、オルセー美術館。ミレー『落穂ひろい』、マネ『草上の昼食』、
モネ『ルーアン大聖堂』、ルノワール『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』、ゴッホ『自画像』など、誰もが一度は見たこと
がある有名作品を、美術に精通したフランス政府公認日本語ガイドの詳しい解説付きで効率よく巡ります。公認ガイド
が一緒なので、長蛇の列に並ぶことなく入場できます。さらに木曜はオルセー美術館の夜間鑑賞が可能です。

※ツアー終了後も各自で館内鑑賞が可能です。※改修、作品の貸し出しなどにより、希望の作品をご覧いただけない可能性があります。※オルセー
美術館への大きな荷物の持ち込みは禁止されています。※車椅子の方は予めご連絡ください。※オルセー美術館が当社の関与し得ない事由（スト
ライキなど）により突然閉館する場合、催行を中止します。ツアー開始後に閉館した場合の返金はいたしかねます。予めご了承ください。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは100％を申し受けます。

FR411

パリ発
ルーブル美術館 午前観光

料　金 大人 54ユーロ　子供（3～17歳）39ユーロ　
催行日 月・水・金　
出　発 9:00　パレロワイヤル広場リボリ通り側マリオノー化粧品店前
所要時間 約3時間
解　散 ルーブル美術館

［運行会社］MIKI TRAVELウォーキング

日本語ガイド 1名催行

FR394
人気

スケジュール（目安）

09:00 出発
09:10 徒歩で移動、ルーブル美術館入場
 公認日本語ガイドがルーブル美術館

の名作をご案内します。
12:00 解散
※ 終了後、各自で館内の鑑賞を続けることはで
きません。

よく分かる日本語解説付きで広い館内を効率よく見学
『サモトラケのニケ』『モナ・リザ』『ミロのヴィーナス』など世界的
に有名な作品の数々をフランス政府公認日本語ガイドの説明で効
率よく見学します。とにかく巨大な館内には、有名作品があちこち
に散らばっていますが、専門知識をもつガイドが一緒なら、迷うこ
となく時間の無駄がありません。臨場感あふれる説明でたっぷり芸
術鑑賞。専用イヤフォンを使用しますので、混雑時でもガイドの解
説がよく聞こえます。

ツアーはルーブル美術館の真横からスタートするので、見学時間
は実質2時間45分。世界最大級の美術館を見学するのに、時間は
どれだけあっても足りませんが、数多のツアーと比べてみてくださ
い。じっくりルーブル美術館を満喫しましょう。ご参加者には、作
品の感想やガイドから聞いたウンチクをメモするのに便利な
オリジナル・ルーブルの思い出作品集をプレゼント！ 

※ツアー終了後、各自で館内鑑賞を続けることはできませ
ん。ご希望の場合は、個人用入場券をお買い求めいただき
(お客様負担、現地払い)、再入場となります。※ルーブル
美術館の予約の関係上、催行日の16日前以降のお申込み
は承れない場合があります。※17歳以下の参加者は年齢を
証明できる身分証明書(パスポート)が必要です。身分証明
書がない場合、ルーブル美術館に入館できない可能性があ
ります。※ルーブル美術館への大きな荷物の持ち込みは禁
止されています。※ツアー参加人数が少人数の場合は、専
用イヤフォンはありません。※参加人数に関わらず、小さ
なお子様への専用イヤフォンはありません。※ルーブル美
術館が当社の関与し得ない事由(ストライキなど)により突然
閉館する場合、催行を中止します。ツアー開始後に閉館し
た場合の返金はいたしかねます。予めご了承ください。

3時間ツアーでしっかり鑑賞

夜のルーブル美術館鑑賞も！
水・金曜は、パリジャンたちの間でも流行中の夜の美術鑑賞はいかがでしょう。日中ほどは混雑していない
上、午前に観光、午後はショッピング、夜はルーブル美術館と欲張りなパリ1日コースも可能です。お申し込
み時にご希望のコースをお知らせください。

 　1.  ルーブルの必見作品コース：『モナ・リザ』『ミロのヴィーナス』『サモトラケのニケ』『ナポレオンの戴冠式』などの必見作品を周る定番コースです。
 　2.  フランスコース（月・水・金を除く）：フォンテーヌブロー派、古典主義、18世紀の宮廷文化など、フランスの歴史に沿って芸術の変化の軌跡をめぐります。
 　3.  イタリアコース：ダ･ヴィンチ、ラファエロが活躍した盛期ルネサンスを中心に、美術史に名を残す輝かしい傑作の数々を鑑賞します。
 　4.  古代エジプトコース（金を除く）：エジプト美術の重要作品、パピルスの書、ミイラと死者の書などを通して古代エジプト人の生活や人生観を見学します。
 　5.  古代メソポタミアコース（月・水を除く）： 世界最高レベルのメソポタミア研究の成果が結集する古代オリエント部門の傑作を分かりやすい解説で。
 　6.  建築としてのルーブルコース：要塞、宮殿、美術館と変遷を遂げた建築物としてのルーブルに焦点を当てて見学します。

FR339
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2017.04

2018.03

2018.04

2019.03

人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

料　金 大人 59ユーロ　子供（3～17歳）42ユーロ
催行日 ［4/26～30、9/1～10/31］月・木　 ［5/1～8/31］月・木・土
 (4/1～25、11/1～3/31を除く)
出　発 8:00　ギャラリーラファイエット本館ショセダンタン角玄関口前
所要時間 約4時間30分
解　散 フラゴナール香水美術館前

パリ発
『睡蓮』で有名なモネの家と可愛いジベルニー村 午前観光

［運行会社］MIKI TRAVELバス

日本語アシスタント 1名催行

スケジュール（目安）

08:00 出発
09:15 ジベルニー着
 モネの家と庭園（入場）
 ※モネの家、庭園は各自で自由見学と

なります。
 ジベルニー村の散策
11:15 ジベルニーを出発
12:30 パリ着後、解散
 ※ツアー終了後、フラゴナール香水

美術館の見学ツアー（無料、任意参
加）にご参加いただいたお客様に、
名門ブランド「フラゴナール」の石鹸
とオードトワレの詰め合わせをプレゼ
ントします。

4～10月のみ見られる、モネの大作『睡蓮』の世界
印象派の巨匠モネはジベルニー村に自らの邸宅と見事な2つの庭
園を作りました。色とりどりの花が咲き乱れる花の庭（クロ・ノルマ
ン）、睡蓮と日本の太鼓橋が有名な水の庭は、それぞれが彼の絵
のモチーフになっています。モネの家は花が咲く4～10月にのみ一
般公開されています。

ジベルニー村の オリジナルMAPをプレゼント！
当日、ジベルニー村のオリジナルMAPをお配りします。小さくて可
愛いジベルニー村の散策やお買い物をお楽しみください。

FR325
人気

※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※往復路とも出発時間までに集合場所にお見えにならなかった場合、バスはお客様を待たずに出発します。※参加人数が少人数の場合は日本
語ドライバーによるご案内に変更する可能性があります。※17歳以下の参加者は年齢を証明できる身分証明書（パスポート等）が必要です。身分証明書がない場合、モネの家と庭園に入場できな
い可能性があります。※バスにはチャイルドシートのご用意はありません。小さなお子様とご参加の場合は必ず抱っこ紐等を各自でご用意ください。

料　金 1名 600ユーロ、2名 340ユーロ、3名 240ユーロ、
 4名 190ユーロ、5名 160ユーロ、6名 140ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 水～土　(7/14を除く)
出　発 9:00　オランジュリー美術館入口前
所要時間 約7時間
解　散 マルモッタン美術館館内

パリ発
貸切公認日本語ガイドと行く モネづくしの美術館めぐり1日観光 ～『睡蓮』のオランジュリー、オルセー、マルモッタン

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

あなた専属のガイドがモネの世界をご案内
印象派の巨匠モネの代表作を、美術に精通したフランス政府公認
ガイドがご案内するプライベートツアー。大作『睡蓮』のある「オ
ランジュリー美術館」、『ひなげし』や連作『ルーアン大聖堂』など
が展示されている印象派の殿堂「オルセー美術館」、世界最大級
のモネのコレクションを誇り「印象派」の語源となった作品『印象・
日の出』を有する「マルモッタン美術館」の三美術館をめぐり、作
品それぞれの背景を知ることで画家モネの真の姿に迫ります。

FR412

※4/26～10/31にご参加の場合、［みゅう］バス『睡蓮』で有名なモネの家と可愛いジベルニー村午前観光が30％引になります。※ツアー終了後も各自でマルモッタン美術館鑑賞が可能です。※改修、
作品の貸し出しなどにより、希望の作品をご覧いただけない可能性があります。※各美術館で企画展を期間中でも、常設展のみの見学となります。※各美術館への大きな荷物の持ち込みは禁止され
ています。※車椅子の方は予めご連絡ください。※昼食は含まれていません。ガイドが当日カフェ等をご案内します。※各美術館が当社の関与し得ない事由（ストライキなど）により突然閉館する場
合、催行を中止します。ツアー開始後に閉館した場合の返金はいたしかねます。予めご了承ください。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは100％を申し受けます。

モネの世界をもっと堪能！ お得なセット
プライベートツアー貸切公認日本語ガイドと行く モネづくしの美術館めぐり1日観光にご参加の方は、バスツアー　
『睡蓮』で有名なモネの家と可愛いジベルニー村 午前観光が30％OFFになります！

料　金 ［半日］ FR361  1名 360ユーロ、2名 180ユーロ、
   3名 130ユーロ、4名 100ユーロ、
   5名  80ユーロ、6名以上 65ユーロ
 ［１日］ FR362  1名 440ユーロ、2名 220ユーロ、
   3名 160ユーロ、4名 120ユーロ、
   5名  95ユーロ、6名以上 80ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 4/1～11/1の毎日
出　発  ［半日］8:30～15:00のお好きな時間
  ［１日］8:30～11:00のお好きな時間　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間  ［半日］約4時間　 ［１日］約6時間
解　散 パリ市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

パリ発
専用車で行く  『睡蓮』で有名なモネの家と可愛いジベルニー村

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

※係員は含まれていません。ドライバーは英語対応です。※モネの家、庭園入場料は料金に含まれていません。当日お支払いください（10.20ユー
ロ、2017年10月現在）。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによっては送迎サービスを手配できない場合があります。

お好きなペースでジベルニーを満喫
印象派の画家モネの代表作『睡蓮』。パリから約1時間のジベルニー村にあるモネの家とその絵のモデルとなった庭を専用
車で訪れるツアーです。美しい絵を描くために画家自らが作った庭は、今でもモネの精神を受け継いだ庭師によって常に手
入れがされており、色とりどりの花の数々を楽しむことができます。せっかくジベルニー村に行くなら、モネの家と庭園の見学
だけでなく、印象派美術館や雑貨屋めぐりなどもおすすめです。

スケジュール（目安）

【9:00 出発の例】
09:00 出発
10:00 ジベルニー着
 モネの家、庭園を自由見学
 その後ジベルニー村散策をご自由に

お楽しみください。
12:00 《半日観光》ジベルニー発
13:00 《半日観光》パリ着
14:00 《1日観光》ジベルニー発
15:00 《1日観光》パリ着

スケジュール（目安）

09:00  オランジュリー美術館（入場）
 晩年の大作『睡蓮』などを鑑賞
10:30   徒歩にてオルセー美術館へ
  　『ひなげし』『ルーアン大聖堂』『サン・

ラザール駅』などを鑑賞
12:30  見学後、自由昼食時間
 ※ガイドがカフェ等をご案内します。
13:30 公共交通にてマルモッタン美術館へ
14:30  マルモッタン美術館（入場）
  　「印象派」の語源となった『印象・日

の出』などを鑑賞
16:00 マルモッタン美術館内にて終了
  ※その後、閉館時間まで各自で館内の

鑑賞をしていただけます。

FRANCE

パ
リ

FRAN
C
E

フランス

フランス

イタリア
マルタ

スペイン
ポルトガル

ドイツ
中欧

スイス

オランダ
ベルギー

イギリス
アイルランド

北欧
バルト三国
アイスランド
ロシア

クロアチア
スロベニア
トルコ
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2018.04

2019.03

FRANCE

パ
リ

FRAN
C
E

フランス

フランス

イタリア
マルタ

スペイン
ポルトガル

ドイツ
中欧

スイス

オランダ
ベルギー

イギリス
アイルランド

北欧
バルト三国
アイスランド

ロシア

クロアチア
スロベニア
トルコ

人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

日本語アシスタントとバトビュスで行く 
世界遺産・パリのセーヌ河岸 午前観光

※セーヌ川の増水、渇水などにより船が欠航する可能性がありま
す。その場合はツアーの催行を中止します。※船への大きな荷物
の持ち込みは禁止されています。※その他注意事項はp.11をご参
照ください。

FR363

料　金 1名 330ユーロ、2名 180ユーロ、3名 130ユーロ、
 4名 100ユーロ、5名    80ユーロ、6名以上 70ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日（5/1、1/1を除く）
出　発 9:30　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間
解　散　［マレ地区］ヴォージュ広場　［サンジェルマン・デ・プレ］オテル・ド・ヴィル

一味違う、水上から見るパリ
出発▶バトビュス・エッフェル塔桟橋から乗船▶
《マレ地区プチ散策プラン》ノートルダム大聖堂桟橋で下船▶ノートルダム大聖
堂（入場）▶散策しながらマレ地区へ徒歩で移動▶ヴォージュ広場で終了
《サンジェルマン・デ・プレ地区プチ散策プラン》サンジェルマン･デ･プレ桟橋
で下船▶散策しながらノートルダム大聖堂まで徒歩移動▶ノートルダム大聖堂
（入場）▶オテル・ド・ヴィルまで徒歩観光▶オテ
ル・ド・ヴィルで終了

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

カメラマンと行く
パリのわき道半日ウォーキング

日本語アシスタントと市バスで行く
モンパルナスタワーとパリ市内半日観光

パリ発

※お申し込み時に、当日ご持参予定のカメラまたはデバイスの
種類 (NIKON 1眼レフ、iPhone6など)をお知らせください。※ツ
アー中のカメラの盗難、破損には一切の責任を負いかねます。
予めご了承ください。海外旅行保険への加入をおすすめしま
す。※その他注意事項はp.11をご参照ください。

※悪天候時はモンパルナスタワーからの充分な眺望が望めな
い場合があります。※カーフリーデー(9月末から10月初旬予
定)等によりバスでの移動が困難な場合、地下鉄による移動と
なる可能性があります。※混雑のためノートルダム大聖堂の
入場に時間がかかる場合があります。※立ち寄るカフェはアシ
スタントがご案内します。リクエストにはお応えできかねる場
合もあります。※その他注意事項はp.11をご参照ください。

FR401

FR392

料　金 1名 390ユーロ、2名 195ユーロ、3名 130ユーロ、
 4名    98ユーロ、5名    78ユーロ、6名以上 65ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日（5/1、1/1を除く）
出　発 9:00、14:00　
　　　　［北マレ地区散策、南マレ地区散策］メトロ7号線ポン・マリー駅の改札前
　　　　［チュイルリーとパレ・ロワイヤル散策］パレ・ロワイヤル広場 リボリ通り側マリオノー化粧品店前
所要時間 約3時間
解　散 パリ市内中心部

料　金 1名 430ユーロ、2名 220ユーロ、3名 160ユーロ、
 4名 130ユーロ、5名 110ユーロ、6名以上 95ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(5/1、7/29、1/1を除く)
出　発 9:00～14:00のお好きな時間　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間30分
解　散 マレ地区またはサンジェルマン・デ・プレ地区

プライベート・フォトレッスンでパリ旅行の思い出をより美しく

市バスとカフェでパリジェンヌ気分

カメラのプロとバトビュスで行く 
世界遺産・パリのセーヌ河岸 午前観光

FR365

料　金 1名 400ユーロ、2名 210ユーロ、3名 150ユーロ、
 4名 120ユーロ、5名 100ユーロ、6名以上 90ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日（5/1、1/1を除く）
出　発 9:50　バトビュス・エッフェル塔桟橋
所要時間 約2時間
解　散 ノートルダム大聖堂付近

水上からのフォトジェニックなパリを写そう

出発▶バトビュス・エッフェル塔桟橋より乗船▶バトビュス・
ノートルダム大聖堂桟橋にて下船▶徒歩撮影▶ノートルダム大
聖堂付近で終了 《北マレ地区プラン》アンティークショップや小物の並ぶサンポール・ヴィラー

ジュ、パリで最も古い広場ヴォージュ広場、オシャレスポット北マレ地区
《南マレ地区プラン》セーヌ川にかかるポン・マリーとサンルイ島の古い街並
み、島内の小路、ノートルダム大聖堂裏手のセーヌ河畔
《チュイルリーとパレ・ロワイヤル散策プラン》チュイルリー公園の穴場スポッ
ト、ルーブル美術館ガラスのピラミッド、エッフェル塔の遠景、パレ・ロワイ
ヤル、ギャラリー・ヴィヴィエンヌ（日曜以外）

出発▶メトロでモンパルナスへ▶モンパルナスタワー展望台（入場）▶
バスでシテ島へ▶ノートルダム大聖堂（入場）▶マレ地区またはサン
ジェルマン・デ・プレ地区へ徒歩移動▶散策中、おすすめカフェで休憩
▶マレ地区またはサンジェルマン・デ・プレ地区で終了

日本語アシスタントと専用車で行く 
パリ市内半日観光

FR391

料　金 1名 590ユーロ、2名 295ユーロ、3名 200ユーロ、
 4名 150ユーロ、5名 120ユーロ、6名以上 100ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日（5/1、7/29、カーフリーデー、1/1を除く）
出　発 9:00～14:00のお好きな時間　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間
解　散 パリ市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

専用車で楽ラク、パリのハイライトをめぐる
出発▶サクレ・クール寺院（下車）▶オペラ座▶ルーブル美術
館▶ノートルダム大聖堂（下車）▶コンコルド広場▶シャンゼリ
ゼ大通り▶エッフェル塔（トロカデロ/シャイヨ宮、下車）▶凱旋
門▶ホテルまたはご希望の場所で終了

※7名以上でご参加の場合、モンマルトルへの車
両通行が不可のためサクレ・クール寺院は遠景で
の観光になります。※その他注意事項はp.11をご
参照ください。

凱旋門

シャンゼリゼ大通り

エッフェル塔
セー
ヌ河

PARIS

※セーヌ川の増水、渇水などにより船が欠航す
る可能性があります。その場合はツアーの催行
を中止します。※船への大きな荷物の持ち込み
は禁止されています。※お申し込み時に、当日
ご持参予定のカメラまたはデバイスの種類 
(NIKON 1眼レフ、iPhone6など)をお知らせくだ
さい。※ツアー中のカメラの盗難、破損には一
切の責任を負いかねます。予めご了承くださ
い。海外旅行保険への加入をおすすめします。
※その他注意事項はp.11をご参照ください。

©Jean Pierre Salle

©Jean Pierre Salle
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マルタ
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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語アシスタントと行く 
パリの隠れた美しいパッサージュ巡り

日本語アシスタントと行く 
アメリの愛したモンマルトル散策 ～アメリのカフェ付

パリ発

※下記注意事項をご参照ください。
※アメリカフェ（Café des Deux Moulins）が予告なく閉店の場合は、別のカフェを
ご案内します。※その他注意事項は下記をご参照ください。

料　金 ①パレ・ロワイヤル広場発プラン
 1名 300ユーロ、2名 150ユーロ、3名 100ユーロ、
 4名    75ユーロ、5名  60ユーロ、6名以上 50ユーロ　
 ②ご宿泊ホテル発プラン
 1名 360ユーロ、2名 180ユーロ、3名 120ユーロ、
 4名    90ユーロ、5名    72ユーロ、6名以上 60ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 月～土（4/2、5/1・8・10・21、7/14、8/15、11/1、12/25、1/1を除く）
出　発 10:00～17:00のお好きな時間
 ①パレ・ロワイヤル広場リボリ通り側 マリオノー化粧品店前　
 ②パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 ①約2時間、②約3時間
解　散 ①パッサージュ・ベルドー　②パリ市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

料　金 ①メトロの駅で待ち合わせプラン
 1名 300ユーロ、2名 150ユーロ、3名 100ユーロ、
 4名    75ユーロ、5名    60ユーロ、6名以上 50ユーロ　
 ②ご宿泊ホテル発プラン
 1名 360ユーロ、2名 180ユーロ、3名 120ユーロ、
 4名    90ユーロ、5名    72ユーロ、6名以上 60ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日（5/1、1/1を除く）
出　発 10:00～17:00のお好きな時間
　　　　①メトロ12番線アベス駅地上出口　②パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 ①約2時間　②約3時間
解　散 ①カフェCafé des Deux Moulins　
 ②パリ市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

古き良きパリ、美しきパッサージュ アメリ気分でモンマルトルを歩く
出発▶ギャラリー・ヴェロドダ▶パレ・ロワイヤル▶ギャ
ラリー・ヴィヴィエンヌほか、地元の人のみが知るパッ 
サージュをめぐります。▶パッサージュ・ベルドー

出発▶映画『アメリ』のロケ地など 
モンマルトルの主要観光スポットを徒歩
でめぐります。▶カフェCafé des Deux 
Moulins

《10・11ページ共通》※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。専用車送迎およびアシスタントによるホテルへのお迎え・お送り対象のホテルはパリ市内と環状線そばまでです。ホテルに
よっては送迎サービスを手配できない場合があります。※ホテルの立地により行程順が変更される場合があります。※イベントやデモ行進その他理由により交通規制が実施される場合、観光箇所や
ルートを変更する可能性があります。※混雑により予定が大幅に遅れた場合は、徒歩散策行程の一部を省略または解散場所を変更する可能性があります。※徒歩移動のため歩きやすい靴・服装で
ご参加ください（専用車ツアーを除く）。※滞在時間や散策ルートの調整は可能ですが、規定の所要時間を超過した場合は追加料金が発生します。※当日追加で入場料や交通費が発生する場合は、
アシスタントまたはカメラマン分も含めお客様負担となります。※貴重品の管理は各自でお願いします。ツアー中の盗難には一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

FR402 FR403

料　金 1名 1,010ユーロ、2名 530ユーロ、3名 400ユーロ、
 4名     310ユーロ、5名 260ユーロ、6名 230ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 火～土　(5/1・8・10、7/14、8/15、11/1～2/28を除く)
出　発 8:00　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間
解　散 パリ市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

スケジュール（目安）

08:00 出発
08:30 マルティル通り、有名パン屋にて朝食
09:15 サクレクール寺院（写真ストップ）
10:30 レ・ザンファン・ルージュ市場見学
11:20 ノートルダム大聖堂（写真ストップ）
12:00 ガレットとクレープの昼食
13:30 エッフェル塔（シャイヨー宮にて下

車、写真ストップ）
14:30 サンジェルマン・アン・レーの有名

ショコラティエを見学、試食
15:40 サンジェルマン・アン・レー公園テラ

ス（写真ストップ）
16:00 メゾン・ラフィットにてパリ・ブレスト

発祥店を訪問、試食
17:00 パリ着

パリを代表する景色とグルメで甘い1日を
パスカル・ル・ガックは、2008年にパリ近郊サン・ジェルマン・
アン・レーにショップをオープンし、2014年度は最高位の「金 
のタブレット」を受賞するとともに「フランスで欠かすことのでき
ないショコラティエ」にも選ばれた超有名ショコラティエです。
メディアに引っ張りだこの有名パン屋や本場のクレープやガレット、
フランスを代表するお菓子パリ・ブレスト発祥のお店も訪れます。
豪華フランス料理とは一味ちがう日常の地元グルメをお楽しみください。
※ショコラティエ見学時の写真撮影はご遠慮ください。※その他注意事項は上記
をご参照ください。

モンマルトル
地区

コンコルド
広場 オペラ座

ルーブル美術館

パレ・ロワイヤル

オルセー美術館

サンジェルマン・
デ・プレ

モンパルナス地区

モンパルナス
タワー

ノートルダム
大聖堂

オテル・ド・ヴィル

マレ地区

サクレ・クール寺院
日本語アシスタントと専用車で行く 
パリ市内半日観光
日本語アシスタントと市バスで行く 
モンパルナスタワーとパリ市内半日観光
日本語アシスタントとバトビュスで行く 
世界遺産・パリのセーヌ河岸 午前観光
カメラマンと行く 
パリのわき道半日ウォーキング
日本語アシスタントと行く 
パリの隠れた美しいパッサージュ巡り
日本語アシスタントと行く 
アメリの愛したモンマルトル散策 ～アメリのカフェ付

パリ発
日本語アシスタントと専用車で行く  有名ショコラティエ訪問とパリ近郊グルメツアー1日観光 ～昼食付

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

FR404
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2018.04

2019.03

人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

パリ発
WiFi付バスで行く　モン・サン・ミッシェル1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELバス

日本語ガイド 1名催行（昼食付のみ）

スケジュール（目安）

07:30 出発
09:45 ノルマンディーの田舎村を訪問（約15～30分）
13:00 モン・サン・ミッシェル着
 《昼食付》昼食後、モン・サン・ミッシェル修道院見学（入場、約1時間）
 　　　　　フリータイム（約1時間）
 《フリープラン》自由行動（約3時間30分）
16:45頃 再集合後に出発
21:15頃 解散

料　金　オムレツの昼食・ガイド付 FR307  大人 155ユーロ　子供（3~17歳）110ユーロ
　　　　オムレツ＋プレサレ子羊の昼食・ガイド付 FR319  大人 175ユーロ　子供（3~17歳）130ユーロ
　　　　フリープラン FR308  大人 120ユーロ　子供（3~17歳）84ユーロ
催行日 月・水・木・金・土
 ※追加設定日 4/29、8/12・14、12/30
出　発 7:30　ギャラリーラファイエット本館ショセダンタン角玄関口前
所要時間 約13時間30分　※交通事情により前後する場合があります。
解　散 オペラ座付近

《共通》※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※往復のバスは他プランのお客様と一緒になります。フリープランの車内にも日本語アシスタント（またはガイド）が同乗します。※往
復路とも出発時間までに集合場所にお見えにならなかった場合、バスはお客様を待たずに出発します。※当日の事情により、モン・サン・ミッシェルからの出発時刻、集合場所が変更になる場合が
あります。※参加人数が少人数の場合は日本語ドライバーによるご案内に変更する可能性があります。※17歳以下の参加者は年齢を証明できる身分証明書（パスポート等）が必要です。身分証明書が
ない場合、修道院に入場できない可能性があります。※バスにはチャイルドシートのご用意はありません。小さなお子様とご参加の場合は必ず抱っこ紐等を各自でご用意ください。※修道院まで100
段ほど階段を上りますので、歩きやすい靴でのご参加をおすすめします。※修道院のストライキ予告または閉院が予測される場合は、催行を中止する可能性があります。※天候や道路事情（凍結な
ど）、その他当社の関与し得ない事由（観光箇所の突然のクローズやイベントによる大規模な交通規制など）により催行を中止、またはコース内容・時間の変更を余儀なくされる場合があります。出発
後の変更の場合、返金はいたしかねます。予めご了承ください。※ハイシーズン中など、モン・サン・ミッシェルの混雑や当日の交通事情により帰着時間が遅くなる場合があります。※車内でのWIFI
サービスは、走行中の使用に対応した通信方式のため、回線速度が限定されています。限られた通信容量を乗車される皆様でご利用いただきますので、高速の回線速度を必要とする動画、画像の
閲覧、ファイルアップロード及びダウンロード等は制限される場合があります。また、ルート上の電波状況、及びご使用になる機種により利用できない場合もあります。
《オムレツ＋プレサレ子羊の昼食付》※仕入れ状況によりプレサレ子羊が手配できない場合は、オムレツの昼食付プランあるいはフリープランに変更となります。

名物オムレツの前菜を含む昼食と、歴史背景に詳しい
日本語ガイドが修道院をご案内する「昼食・ガイド付
プラン」が一番人気！　今年からご要望の多かった「名
物プレサレ子羊の昼食」付プランもご用意しました。
バスの車内ではフリーWiFiサービスを完備。往路に立
ち寄るノルマンディーの田舎村、ツアー当日に参加者
全員に配布される 特製のモン・サン・ミッシェ
ル・オリジナルマップも嬉しいポイントです。

人気は「昼食・ガイド付プラン」
名物プレサレ子羊の昼食も新登場！

人気

ガイド付きでモン・サン・ミッシェルを
思いっきり楽しむことができました。バス

の中から遠くからちょっと見えただけでも感動でしたが、
歴史的なこと、構造的なこと..たくさん話をきけてとても
楽しかったです。今まで「パリから遠いからなあ」と躊
躇していたのですが、参加できて本当によかったです。
 （2017年8月ご参加）

お客様の声一生に一度は行きたい世界遺産モン・サン・ミッシェル。
片道約4時間30分（359km）の道のりも

WiFi付バスで快適アクセス。
名物料理の昼食付やフリープラン、

片道プランに1泊2日プラン、ご希望に合わせてどうぞ。

「リーヴル・ドー」とは、フランス国内で結婚証明の総称として使われる言葉です。
こちらは、モン・サン・ミッシェルで結婚式を司る司祭による結婚承認証、婚姻届、ウェディング
カレンダーのセットです。結婚承認証は記念に持ちかえり、婚姻届は帰国後にモン・サン・
ミッシェルの司祭に郵送することで、その地に永遠に保管されます。

ハネムーン
プラン

モン・サン・ミッシェルのリーヴル・ドー
（結婚承認証／婚姻届）

■提供会社：L'ACCENT AIGUE DU COEUR SARL
※受取られたリーヴル・ドーに含まれる婚姻届は、お二人が日本に帰国されてから必要事項を記入し、付属の封筒を
使って所定の住所に郵送していただきます。また、お二人の婚姻届は司祭の下で永遠に保管されます。※司祭が婚
姻届を受理した後、保管されたことをお知らせするハガキが婚姻届に記載されている日本の住所に送付されます。
※結婚承認証及び婚姻届はフランスの法的な効力はありません。※島内にて結婚式が執り行われる際や現地事情
により、お申し込みをお受けできない場合があります。※11/1以降、料金・条件が変更される場合があります。

「レ・ギャラリー・ドゥ・モンサンミッシェル」内ウェディングコンシェルジュ
にてお手続きいただきます。 モン・サン・ミッシェル観光に
お申し込みの場合、フリータイム中（1泊2日モデルプランは初日の
自由時間）にお手続きとなります。手続きに要する時間は約15分
（目安）です。　※受け取りの際に特別なセレモニーなどはございません。

ハネムーンの記念、ご夫婦のメモリアルとして
ハネムーンの記念としてはもちろん、ご夫婦の記念の「年」や 
ご夫婦の「記念日」のメモリアルとしても大変おすすめです。
贈り物として
リーヴル・ドーは、ご自身用だけではなく、ご家族やご友人への
贈り物としてもご利用いただけます。

料 金 料金に含まれるもの

箱なし     FR381 89ユーロ
司祭による結婚承認証、婚姻届（封筒付き）、
専用ウェディングカレンダー、書き方解説書
ノルマンディー産シードル（甘口・330ml）
モン・サン・ミッシェル訪問証明証（金箔・名前入り※2人で1通）

化粧箱付 FR382 166ユーロ
司祭による結婚承認証、婚姻届（封筒付き）、
専用ウェディングカレンダー、書き方解説書、芳名帳、
オリジナルシードル1本、ボールペン2本
モン・サン・ミッシェル訪問証明証（金箔・名前入り※2人で1通）
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オムレツ（イメージ） プレサレ子羊（イメージ）
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2018.03
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2019.03

人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。 13

※お申込み時に立ち寄る村をご指定ください。※入場料は含まれていません。アシスタントは観光地のガ
イディングはいたしません。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによっては送迎
サービスを手配できない場合があります。※天候や道路事情、その他当社の関与し得ない理由により催
行を中止、または内容・時間の変更を余儀なくされる場合があります。出発後の返金はいたしかねます。

料　金 ［専用車のみ］ 1名 1,196ユーロ、2名 598ユーロ、3名 399ユーロ、
  4名     299ユーロ、5名 239ユーロ、6名以上 199ユーロ
 ［日本語アシスタント付］ 1名 1,736ユーロ、2名 868ユーロ、3名 579ユーロ、
  4名     434ユーロ、5名 347ユーロ、6名以上 289ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(5/1・27、12/25、1/1を除く)
出　発 7:30　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約13時間30分
解　散 パリ市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

長時間の団体行動は不安という方へ
9:30～10時頃 ノルマンディーの田舎村訪問（30分～ 
1時間） ※3つの村から1つを選択。チーズの村ポン・レ 
ヴェック、ジャンヌダルク最期の地ルーアン、美しい村ブヴ
ロン・アン・オージュ▶12:30～13:00 モン・サン・ミッ
シェル着後、自由行動▶16:30 パリへ▶21:00 パリ着

専用車で行く モン・サン・ミッシェルと
選べるノルマンディーのかわいい田舎村訪問 1日観光

パリ発 ［運行会社］MIKI TRAVELFR409 プライベート

※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによっては送迎サービスを手配でき
ない場合があります。※入場料は含まれていません。アシスタントは観光地のガイディングはい
たしません。※当日の事情により滞在時間や帰着時間が変更になる可能性があります。※天候や
道路事情、その他当社の関与し得ない事由により催行を中止、または内容・時間の変更を余儀な
くされる場合があります。出発後の返金はいたしかねます。

料　金 ［専用車のみ］ 1名 1,245ユーロ、2名 623ユーロ、3名 415ユーロ、
  4名     311ユーロ、5名 249ユーロ、6名以上 208ユーロ
 ［日本語アシスタント付］ 1名 1,791ユーロ、2名 896ユーロ、3名 597ユーロ、
  4名     448ユーロ、5名 358ユーロ、6名以上 299ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 11/1~2/28の毎日（12/25、1/1を除く）
出　発 10:30　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約13時間
解　散 パリ市内ご宿泊ホテル

幻想的な美しさ！
モン・サン・ミッシェルの夜景
冬場は日没時間が早いため、ライトアップ
された美しいモン・サン・ミッシェルをパ
リからの日帰りでも見ることができます。 10:30 パリ発 ▶15:00頃 モン・サン・
ミッシェル着 ▶19:00 モン・サン・ミッシェル発 ▶23:30 パリ着

専用車で行く 冬季限定 
夜景モン・サン・ミッシェル 1日観光

パリ発 ［運行会社］MIKI TRAVELFR315 プライベート

［運行会社］MIKI TRAVEL

※ホテル代は含まれていません。ご希望の場合はリクエストベース・別料金にて承ります。
※2日目の再集合場所・時間は、ガイドより説明いたします。説明をお聞きください。その他注意事項は1日観光（P.12）と同様です。

ルレ・デュ・ロワ

ガブリエル

メルキュール

サン・トベール

約1.8km

約1km

モン・サン・ミッシェルと
対岸の移動は、シャトル
バス利用となります。

無料シャトルバス
発着所

徒歩15分
程度

対岸のホテル

ルレ・サン・ミッシェル

ヴェール

レ・ギャラリー・ドゥ・
モン・サン・ミッシェル

レストラン
ル・プレ・サレ

クエノン
河口ダム

インフォメーション
センター

ドゥ・ラ・ディーグ

島内のホテル
テラス・プラール
メール・プラール
ムートン・ブラン

料　金  大人 185ユーロ　子供（3～17歳）130ユーロ
催行日  水・木・金　※追加設定日 4/28・29、8/11・13・14、12/29・30
料金に含まれるもの　 往復バス、日本語ガイド（1日目の観光時）、1日目昼食、修道院入場料　※ホテル代は含まれません。

モン・サン・ミッシェル2日間   オムレツの昼食・ガイド付 FR302

料　金  大人 205ユーロ　子供（3～17歳）150ユーロ
催行日  水・木・金　※追加設定日 4/28・29、8/11・13・14、12/29・30
料金に含まれるもの　 往復バス、日本語ガイド（1日目の観光時）、1日目昼食、修道院入場料　※ホテル代は含まれません。

モン・サン・ミッシェル2日間   オムレツ+プレサレ子羊の昼食付 FR320

FR301
料　金  大人 150ユーロ　子供（3～17歳）105ユーロ
催行日  水・木・金　※追加設定日 4/28・29、8/11・13・14、12/29・30
料金に含まれるもの　 往復バス、日本語ガイド（バス車内のみ）　※ホテル代は含まれません。

モン・サン・ミッシェル2日間   フリープラン

8/12発限定 Wi-Fi付バスで行く
大潮のモン・サン・ミッシェル 2日間（ホテル付）～どろんこウォーキング体験

298ユーロ（2名1室利用時のお1人様料金）※シングルルーム利用時の追加料金70ユーロ
干潟ウォーク、夜景、大潮でモン・サン・ミッシェルを大満喫！
往路（8/12）は港町オンフルール、復路（8/13）はユネスコの「世界記憶遺産」
バイユーのタペストリー博物館と古都ルーアンも訪れます。

片道プラン
料金・催行日・詳細は1日観光ツアー（P.12）と同様です。
復路バス（モン・サン・ミッシェルからパリへ）は権利放棄となります。

パリ⇒モン・サン・ミッシェル

モン・サン・ミッシェル⇒パリ

〈モン・サン・ミッシェル泊〉 ご希望のホテルをリクエストベース・別料金にて
承ります。ホテルは人気が高く、予約が大変困難です。お早めのご予約をお
すすめします（ホテル代は料金に含まれていません）。

フリープラン   モン・サン・ミッシェル到着後に解散。

昼食・ガイド付   昼食、修道院の見学後に解散。島内にて解散となります。
●各ツアーの詳細スケジュールはP.12をご参照ください。
 〈荷物に関して〉 ご希望の場合は、観光中（1日目の夕方まで）荷物をバスに
てお預かりすることもできますが、お預けいただいた荷物は夕方まで受け取
ることはできません。また、荷物が滅失・毀損などした場合の責任は弊社で
は負いかねます。あらかじめご了承ください。

16:45 再集合場所に集合、出発
21:15 パリ  オペラ座付近着、解散

1日目

2日目

スケジュール（目安）

※再集合の場所、時間は現地事情により変更される場合があります。

WiFi付バスで行く モン・サン・ミッシェル2日間  1泊2日 モデルプラン

モン・サン・ミッシェル発
地元のプロカメラマンと撮る 驚異のモン・サン・ミッシェル

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

料　金 ［仏語カメラマンのみ］ 1時間390ユーロ、2時間650ユーロ 
  ［仏語カメラマン＆日本語通訳］ 1時間520ユーロ、2時間780ユーロ
 ※1グループあたり（定員4名）の料金です。
催行日 毎日　(5/1・27、7/14、12/25・31、1/1を除く)
出　発 ［1時間コース］10:00～16:00の間　［2時間コース］10:00～15:00の間
 ツアーデスク（レ・ギャラリー・ドゥ・モン・サン・ミッシェル内）
解　散 ［1時間コース］対岸　［2時間コース］修道院前

※お申込み時に当日ご持参予定のカメラやデバイス（NIKON 1眼レフ等）をお知らせください。※雨天決行です。歩きやすい靴、服装でご参加ください。※貴重品の管理は各自でお願いいたします。ツアー中
の盗難・カメラの破損には一切の責任を負いかねます。※モン・サン・ミッシェル修道院入場料は含まれません。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは100%を申し受けます。

とっておきの1枚を撮る
1時間コースは対岸にてモン・サン・ミッシェル
全景写真のポイントを巡り撮影します。島内には
行きません。2時間コースは対岸にて全景写真の
ポイントを巡った後シャトルバスで島内へ移動、
参道を散策・撮影、修道院前で終了です。

ⒸGaleria Photo Video

モン・サン・ミッシェルのあるサン・マロ湾は、潮の
干満の差が非常に大きい所として有名です。潮位が
12.9mを超えると海に浮かぶ孤島の姿が見られると
いわれています。幻想的な光景をぜひご覧ください。

海に浮かぶモン・サン・ミッシェル
大潮にあたる催行日
4/18、5/16・17、6/14･15、7/13、8/11･13･14、
9/12、10/10･11、1/23･24、2/20･21･22、3/20･21･22
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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

料　金 1名 720ユーロ、2名 360ユーロ、3名 260ユーロ、
 4名 195ユーロ、5名 156ユーロ、6名以上 130ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(12/31を除く)
出　発 8:00　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約10時間30分
解　散 パリ市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

パリ発
専用車で行く 小さな旅・ノルマンディー 1日観光～美しい村、ジャンヌ・ダルクと大聖堂のルーアン、セーヌ川の絶景

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

スケジュール（目安）

08:00 出発
10:00 リヨン・ラ・フォレ着後、自由散策
11:00 ルーアンに向け出発
12:00 ルーアン着後、昼食時間を含む自由時間
15:00 レ・ザンドリに向け出発
16:00 レ・ザンドリ着後、自由散策
16:30 パリに向け出発
18:30 パリ着

ノルマンディーの魅力あふれる絶景、村、古都を1日で効率よく
レ・ザンドリの町を見下ろす高台にそびえるガイヤール城は、中世
の廃墟の城。蛇行するセーヌ川を望む知る人ぞ知るパノラマポイン
トです。リヨン・ラ・フォレは「フランスの最も美しい村」に登録さ
れ、「花咲く町・村協会」からは最高の4ツ星ならぬ4ツ花を獲得し
ている美しい村。古都ルーアンはノルマンディー地方の中心都
市。印象派の画家モネが連作を描いたノートルダム大聖堂はフラ
ンス・ゴシック最高建築のひとつです。ルーアンはジャンヌ・ダル
ク最期の地としても有名で、火刑にあった広場に面してジャンヌ・
ダルク教会が建てられています。すばらしい装飾の裁判所や旧市
街の目抜き通りにあるルネサンス様式の大時計など他にも見所がた
くさん。絵画鑑賞のお好きな方は、ぜひルーアン美術館へ。印象
派のコレクションが充実しており、モネの作品も見ることができます。

FR359

※係員は含まれていません。ドライバーは英語対応です。
※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテ
ルによっては送迎サービスを手配できない場合がありま
す。※入場料は含まれていません。

専用車で行く バラの村ジェルブロワ 午前観光 専用車で行く フランス人の愛する花
コクリコとバラの村ジェルブロワ 半日観光

パリ発 パリ発［運行会社］MIKI TRAVEL ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。ドライバーは英語対応です。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知
らせください。ホテルによっては送迎サービスを手配できない場合があります。

※係員は含まれていません。ドライバーは英語対応です。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホ
テルによっては送迎サービスを手配できない場合があります。※ヒナゲシ畑は観光客に公開している畑ではありま
せん。農道を400メートルほど歩きます。歩きやすく、汚れても良い服装でご参加ください。※ヒナゲシ畑には蜂
が多くみられます。万が一刺されても弊社では一切責任は負いかねます。※ヒナゲシ開花状況や天候により、催
行期間の変更あるいは催行を中止する可能性があります。※ヒナゲシ、バラの開花状況により満開ではない場合
もありますがご了承ください。※例年、ヒナゲシの花の見ごろは5月中旬～6月中旬、バラの見ごろは5～6月です。

FR374 FR371

1名催行 1名催行

料　金 1名 440ユーロ、2名以上 220ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(12/31を除く）
 ※バラの見頃は例年5～6月。バラ祭りは毎年6月下旬に開催。
出　発 9:00　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約5時間30分
解　散 パリ市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

料　金 1名 460ユーロ、2名 230ユーロ、3名 180ユーロ、
 4名 140ユーロ、5名 110ユーロ、6名以上 90ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 5/20～6/20の毎日
出　発 8:00～14:00のお好きな時間　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約4時間30分
解　散 パリ市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

世界中の観光客が訪れる人口約100人の村
9:00 パリ発 ▶11:00 ジェルブロワ着後、自由散策　
コロンバージュと呼ばれる木組みの家と、レンガ造り
の家屋が並び、壁に這わせた色とりどりのバラの花
とのコントラストがジェルブロワの村の象徴。5～6月
がバラの見頃です。▶12:30 パリへ ▶14:30 パリ着

ヒナゲシとバラを満喫！ 1ヶ月だけの季節限定ツアー
フランスでは、コクリコ（ヒナゲシ）は初夏を告げる花。畑一
面に広がる赤いヒナゲシの花と、一番の見ごろの季節を迎
えるバラの村ジェルブロワを訪れるお花満喫ツアーです。
8:00 パリ発 ▶9:30 コクリコ畑着 ▶10:00 ジェルブロワへ 
▶10:30 ジェルブロワ着 ▶11:30 パリへ ▶13:30 パリ着

プライベート プライベート

料　金 130ユーロ　
催行日 月～金　（4/2、5/1・8・10・11・21、8/15、11/1・2、
 12/24・25・31、1/1、フジタのアトリエ閉館日を除く）
出　発 9:00　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間30分
解　散 パリ市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

パリ発
専用車で行く  画家レオナール・フジタのアトリエと日本館の作品鑑賞 午前観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

2名催行

スケジュール（目安）

09:00 出発
10:00 フジタのアトリエ着後、各自で見学

（日本語オーディオガイドのレンタル可）
11:00 出発
12:00 パリ国際大学都市日本館着後、
 フジタの作品を各自で見学
12:30 ご宿泊ホテルまたはご希望の場所で終了

世界の「FOUJITA」のアトリエ見学と日本館の大作
晩年、藤田嗣治が静かに制作を続けたアトリエの内部は、生前使
用していたままの状態で残され、より近くで藤田嗣治を知ってもらう
ための配慮から柵なども一切ありません。屋根裏部屋のアトリエに
は日本画の筆や和の小道具が並びます。「絵を描くには自然光が一
番」という彼の言葉通り、外光がアトリエいっぱいに差し込むよう
になっています。アトリエ見学後は、パリ国際大学都市日本館にあ
る大作を見学。藤田嗣治の活躍したパリで、フジタの活躍の軌跡
を辿るツアーです。

FR373

※係員は含まれていません。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。
ホテルによっては送迎サービスを手配できない場合があります。※フジタのアトリ
エやパリ国際大学都市日本館が閉館する場合は、催行を中止します。

フジタのアトリエ 半日観光 FR418
料　金 1名 250ユーロ、2名以上 125ユーロ
 ※1名あたりの料金です。
 　料金は申込人数により変動します。
催行日 土・日　(7/14、11/11、閉館日を除く)
出　発 ［土］14:00　［日］9:00、14:00
所要時間 約3時間
フジタのアトリエのみを訪れる専用車ツアーです。
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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

料　金 大人 88ユーロ　子供（3～17歳）62ユーロ
催行日 5/4～9/28の金　（7/13を除く）
出　発  ［5・8～9月］20:30　 ［6～7月］21:00
 レストランCoffee Crepes（ルーブル美術館近く）
 ツアー出発時間までに各自で夕食をお済ませください
所要時間 約1時間（各自で夕食）＋約3時間30分（ツアー）
解　散 パリ市内ご宿泊ホテルまたはタクシー乗り場

パリ発
世界遺産シャルトル大聖堂プロジェクション・マッピング  ～ガレットの夕食クーポン付

［運行会社］MIKI TRAVELバス

日本語アシスタント 1名催行

スケジュール（目安）

【5・8～9月】
18:30頃～ ツアー出発前に各自で夕食（ガレット、

デザート、飲み物1杯）をお取りください
（所要時間約1時間、最終受付19:45）

20:30 ツアー出発
22:00 シャルトル着
 ご自由に大聖堂プロジェクション・
 マッピング観賞などをお楽しみください。
23:00 シャルトル発
24:00 パリ着後、各ホテルへ
 ※順次パリ市内ご宿泊ホテルへお送り

します。巡回していきますので時間が
かかる場合があります。ホテルによっ
ては近隣ホテルやタクシー乗り場で解
散となる場合があります。

【6～7月】
18:30頃～ 各自夕食（最終受付20:15）
21:00 ツアー出発　※以降30分後ろ倒し

毎年100万人を感動させるプロジェクション・マッピング
シャルトルでは「光のシャルトル」と題し、プロジェクション・マッ
ピングが街全体で催されます。市内約20箇所の建造物で繰り広げ
られる光のマジックは感動の連続です！ 観賞後はパリへ戻る終電が
なくなってしまいますが、ツアーなら心配ご無用です。夕食はパリ
出発前に各自で本場のガレットをお召しあがりください。

FR358

※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※ツアーは出発時間に出発
します。出発時間までに各自で夕食をお取りください。日本語アシスタントは夕食
には同行しません。夕食クーポンはツアー乗車日以外にはご利用いただけませ
ん。使用しなかった場合は権利放棄となります。※チャイルドシートの提供はあり
ません。※帰着時間が遅くなる場合があります。※参加人数が少人数の場合は日
本語ドライバーによる案内となる場合があります。※イベントが行われない場合、
催行を中止します。

ⒸOffice de Tourisme de Chartres

ⒸOffice de Tourisme de Chartres

※係員は含まれていません。ドライバーは英語対応です。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによっては送迎サービスを手配できない場合があります。※入場料は含まれて
いません。※5･8～9月の日没は21:00頃、6月下旬の最も日没の遅い時間は22:00頃です。

パリ発
専用車で行く 光のルーアン ～ルーアン大聖堂プロジェクション・マッピング観賞

［運行会社］MIKI TRAVELプライベートFR399

料　金 1名 440ユーロ、2名 220ユーロ、3名 200ユーロ、
 4名 150ユーロ、5名 120ユーロ、6名以上 100ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 6/15～9/22の毎日
出　発 ［6/15～7/31］20:30　［8/1～15］20:00　［8/16～31］19:30　［9/1～22］19:00
 パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約5時間30分
解　散 パリ市内ご宿泊ホテル 大聖堂は夜間のためオープン時間後となり、入場

はできません。外観見学およびプロジェクション・
マッピングをお楽しみください。
出発、ルーアンへ（約2時間） ▶ルーアン着後、自
由行動（約30分） ▶パリへ ▶ホテル着

　プロジェクション・マッピングの開始時間
　　　  　［6/15～7/31］23:00
　　  　　［8/1～15］         22:30
　　  　　［8/16～31］      22:00
　　  　　［9/1～22］         21:30

1名催行

※係員は含まれていません。ドライバーは英語対応です。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知
らせください。ホテルによっては送迎サービスを手配できない場合があります。※入場料は含ま
れていません。

専用車でホテルへお送り シャルトルのプロジェクション・マッピングを見てからパリへ
［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

料　金 1名 320ユーロ、2名 160ユーロ、3名 120ユーロ、
 4名 100ユーロ、5名   80ユーロ、6名以上 65ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 4/14～10/6の毎日（7/13を除く）
出　発 22:30～23:30のお好きな時間　ホテルレストランLe Bœuf Couronné前
所要時間 約1時間
解　散 パリ市内ご宿泊ホテル

シャルトルからパリへのお帰り片道 
プラン。シャルトルでプロジェクショ
ン・マッピングを観賞するとパリに戻る
終電がなくなってしまうため、専用車で
お客様のパリ市内ご宿泊ホテルまでお
送りします。

シャルトル発

※係員は含まれていません。ドライバーは英語対応です。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによっては送迎サービスを手配できない場合があります。※入場料は含まれて
いません。※5･8～9月の日没は21:00頃、6月下旬の最も日没の遅い時間は22:00頃です。※お申し込み時にフランスで通じる携帯電話番号をお知らせください。

FR442

専用車で行く 光のシャルトル ～世界遺産シャルトル
大聖堂プロジェクション・マッピング観賞

パリ発 ［運行会社］MIKI TRAVELFR414

1名催行

料　金 1名 390ユーロ、2名 195ユーロ、3名 150ユーロ、
 4名 110ユーロ、5名   90ユーロ、6名以上 75ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 4/14～10/6の毎日（7/13を除く）
出　発 ［4～5・8～10月］20:00［6～7月］20:30　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約4時間
解　散 パリ市内ご宿泊ホテル

大人気のプロジェクション・マッピ
ングを見にシャルトルへ。バスツ 
アーの催行が無い日でも、往復専
用車で楽 ！々 シャルトル滞在時間
は約90分です。

プライベート

専用車で行く 世界遺産シャルトル大聖堂
～シャルトル・ブルーとプロジェクション・マッピング

パリ発 ［運行会社］MIKI TRAVELFR441

1名催行

料　金 1名 460ユーロ、2名 230ユーロ、3名 165ユーロ、
 4名 125ユーロ、5名 100ユーロ、6名以上 85ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 4/14～10/6の毎日（7/13を除く）
出　発 ［4～5・8～10月］16:30　［6～7月］17:00　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約7時間30分
解　散 パリ市内ご宿泊ホテル

せっかくシャルトルに行くなら観光もしたい、という方向けの夕方出
発プラン。街のシンボル世界遺産シャルトル大聖堂は19:30まで入
場できますので、「シャルトル・ブルー」と呼ばれる青色が美しいス

プライベート

テンドグラスをご覧いただけます。夜はプロジェクション・マッピン
グと、昼夜で異なる大聖堂の魅力をお楽しみください。シャルトル
滞在時間は約4時間です。
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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。16

パリ発
シャンパン農家で昼食　世界遺産ランスとモエ･エ･シャンドンのシャンパンセラー 1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELバス

日本語アシスタント 1名催行

FR326

料　金 大人 150ユーロ　子供（3～17歳）105ユーロ　
催行日 5/2～10/31の水（8/15を除く）
出　発 8:00　ギャラリーラファイエット本館ショセダンタン角玄関口前
所要時間 約11時間
解　散 オペラ座付近

※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※参加人数が少人数の場合は日本語ドライバーガイドによる案内となる場合があります。※モエ・エ・シャンドン社が閉館、貸切、満席等によ
り予約できない場合、ツアーの催行を中止します。※モエ･エ･シャンドンのシャンパンセラー見学は、英語またはフランス語となり、複数の小グループに分かれる場合があります。※20歳未満のお客
様はシャンパンの試飲をご遠慮いただきます。※5～9月はフジタ礼拝堂、10月はランス市立博物館を訪れ、いずれも内部は自由見学となります。

世界遺産に登録されているランスのノートルダム大聖堂は、シャ
ルトル、アミアンと並ぶフランスの三大聖堂の一つで、歴代のフ
ランス王が戴冠式を行ったフランス随一の格式を誇ります。ゴシッ
ク大聖堂の傑作といわれ、端正さと華麗さを併せもつ均整の取
れた大聖堂です。シャガール作の美しいブルーのステンドグラ
スや微笑の天使の彫刻があることでも知られる、ランス随一の
必見スポットです。

世界遺産ランス大聖堂

1743年創業「モエ･エ･シャンドン」は世界有数のシャンパンセラー。
2015年には世界遺産に登録されました。
セラー見学ではシャンパンがどのように造られるかを専門のガイドが
詳しく解説します。見学後は、お待ちかねの試飲です。試飲後は
オリジナルグッズも販売されているショップでお買い物も楽しめます。

世界遺産に登録された「モエ･エ･シャンドン」のシャンパンセラー見学と試飲

フランスで最も有名な日本人として知られている藤田嗣治は、シャガール、モディリアーニらと共に、
1920年代に活躍したパリ在住の画家集団「エコール・ド・パリ」の代表的な画家の1人です。5～
9月に訪れるフジタ礼拝堂は、彼が晩年に手がけた最後の大作で、内部のフレスコ画に包まれる独
特の世界観は現場でしか味わえない体験です。10月には、フジタ作品をはじめ、モネ、ルノワー
ル、コローなど19世紀の作品を多く所蔵するランス市立美術館を訪れます。フジタの遺族の元に秘
蔵されていた後ランス市にまとめて寄贈された作品の数々をご鑑賞いただけます。

日本人画家レオナール・フジタ（藤田嗣治）ゆかりの地

絶賛の口コミ多数「シャンパン農家で昼食」という贅沢
昼食は、地元のシャンパン農家を訪問します。RM＝レコルタン・
マニピュランと呼ばれる、ぶどうの栽培からシャンパンの製造まで
の全ての生産行程を自ら行う家族経営の作り手のシャンパンから
は、何世代も続く家族の伝統と情熱を感じることができます。一面
に広がるぶどう畑を望みながらの昼食は、シャンパンの味わいを一
層引き立たせ、忘れられない思い出となることでしょう。

シャンパン、ぶどう畑、世界遺産。 魅惑のシャンパーニュ地方へご案内。
世界的に有名な「モエ･エ･シャンドン」のシャンパンセラー見学にはじまり、

家族経営のシャンパン農家での昼食、ぶどう畑の絶景。
フジタ礼拝堂（5～9月）、フジタ作品を含む名画（10月）の鑑賞もできる、

シャンパーニュツアーの決定版！
2018年からは オリジナルのシャンパン製造方法がわかるイラスト付きです。

農家の昼食は大変美味しくて、おかわりし
てしまいました。畑のぶどうを食べたり、実
際に使っているタンクなどを見られて、いい

経験になりました。モエ・エ・シャンドンや農家で、シャン
パンがどのように造られるのか、丁寧に説明して頂けて、 
とても勉強になりました。やはり日本語のガイドさんが付いて
くれて、良かったと思います。ガイドさんは知識も豊富で分
かりやすく、感じの良い方でした。 （2017年9月ご参加）

お客様の声

絶景スポットに
立ち寄り！

名門セラーの
内部を見学

農家
ランチ!!

スケジュール（目安）

08:00 出発
09:50 モエ･エ･シャンドンのシャンパンセラー見学（試飲付）
11:30 RM（レコルタン・マニピュラン＝自家栽培）のシャンパン農家にて昼食
 途中、ぶどう畑を一面見渡せる絶景場所に立ち寄り（写真ストップ）
15:00 フジタ礼拝堂（入場、自由見学） ※5～9月
 ランス市立美術館（入場、自由見学） ※10月
 ランス市内自由散策
16:45 ランス発
19:00 パリ着、解散

人気

FRANCE

フランス

イタリア
マルタ

スペイン
ポルトガル

ドイツ
中欧

スイス

オランダ
ベルギー

イギリス
アイルランド

北欧
バルト三国
アイスランド

ロシア

クロアチア
スロベニア
　トルコ
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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

料　金  ［英語ドライバー］
 1名 755ユーロ、2名 400ユーロ、3名 280ユーロ、
 4名 220ユーロ、5名 185ユーロ、6名以上 160ユーロ 

 ［日本語アシスタント付］
 1名 1,160ユーロ、2名 600ユーロ、3名 420ユーロ、
 4名     320ユーロ、5名 265ユーロ、6名以上 230ユーロ 

※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 ［4/1～11/11］毎日 　［11/12～3/31］月～金
 (12/25・31、1/1～31を除く、日本語アシスタント付は5/1も除く)
出　発 8:00　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約10時間
解　散 パリ市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

FR345

パリ発
専用車で行く 世界遺産ランスとモエ・エ・シャンドン・シャンパンセラー 1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

スケジュール（目安）

08:00 出発
10:30 シャンパンセラー見学と試飲
12:00 エペルネーで自由昼食
13:15 ランスへ出発
14:15 ランス着後、大聖堂など自由観光
 ※5/2～9/30はフジタ礼拝堂への立ち

寄りも可能です（火曜と7/14は閉館）。
ご希望の場合はお申し込み時にお知
らせください。入場料は当日直接お支
払いください（約5ユーロ）。

15:30 パリへ出発
18:00 パリ着

世界で最も愛されているシャンパン
モエ・エ・シャンドンは、270年以上の歴史を誇るシャンパンメーカー。
2016年のシャンパンカテゴリーでは世界売上No.1を誇ります。専
門ガイドによるシャンパンの製造工程の案内を聞きながら巨大なセ
ラー内部を進みます。美しいセラーに熟成中のシャンパンのボトル
がずらりと並ぶ様は一見の価値あり。見学後はお楽しみのテイス 
ティングです。併設されたショップでのお買い物もお楽しみください。

※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによっては送迎サービスを手配できない場合があります。※交通状況や現地事情により、日程が変更または帰着時刻が遅れる場合があります。※シャンパン
セラーの予約状況により、時間や行程順が変更になる可能性があります。※20歳未満のお客様はシャンパンの試飲をご遠慮いただきます。※シャンパンセラー見学は、英語またはフランス語です。言語の指定はできま
せん。日本語アシスタント付はアシスタントが通訳します。※フジタ礼拝堂の見学（5/2～9/30、火曜・7/14休）をご希望の方はお申し込み時にお知らせください。入場料は当日お支払いください（約5ユーロ）。

FR346

パリ近郊でゴルフはいかがでしょう。利用予定のアプルモン・ゴルフは、日本人も多く訪れる人気のゴルフ場です。
《共通》※係員は含まれていません。ドライバーは英語対応です。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによってはホテル送迎サービスを手配できない場合があります。※食事は含まれていません。※18ホールラ
ウンド、レンタルクラブ、電動カート（2名に1台）予約が含まれます。レンタルシューズ代は含まれていません。当日ゴルフ場で借りられます（無料）が、数とサイズが非常に限られているためご自身でのご準備をおすすめします。キャディ
はいません。※ゴルフ場に適した服装でお越しください。Ｔシャツ、穴の開いたジーンズ、革靴やスニーカーなど底が平らな靴ではご利用いただけません。※ご予約確定後であってもゴルフ場でイベント等が実施される場合など当社の
関与し得ない事由により、催行を中止または時間の変更を余儀なくされる可能性があります。※ドライバーはラウンド中はゴルフ場に待機していません。ゴルフ場出発時間に再度お迎えにあがります。お荷物は車に乗せておくことはでき
ませんので、ゴルフ場にお預けください（無料）。※スーツケース等の大きなお荷物は１名あたり1個とさせていただきます。それ以上の場合は事前にお知らせください。車サイズを変更、別途追加料金が発生する場合があります。※変
更取消料として、参加日の20日前から30％、10日前から50%、参加日の2日前からは100%を申し受けます。《出発便》※お申し込み時にシャルル・ド・ゴール空港からの出発便名と時間をお知らせください。フライト出発時刻の2時間30
分前に空港到着を予定しています。※ドライバーによる荷物運搬、空港チェックインや免税手続きのお手伝い等は含まれていません。《到着便》※お申し込み時にシャルル・ド・ゴール空港への到着便名と時間をお知らせください。※
利用予定航空機が当初の到着予定時刻より90分を超える場合は、キャンセル扱いとなります。事前連絡のうえ追加料金をご承諾いただける場合はその限りではありません。※航空会社のサービス提供の中止、遅延、スケジュール変更
等によって生じる日程の変更、滞在時間の短縮に関しては弊社では責任を負いかねます。※ドライバーによる荷物運搬、ホテルチェックインのお手伝い等は含まれていません。

料　金  ［英語ドライバー］
 2名 480ユーロ、3名 360ユーロ、4名 300ユーロ、
 5名 260ユーロ、6名以上 240ユーロ　
   ［日本語アシスタント付］
 2名 680ユーロ、3名 500ユーロ、4名 410ユーロ、
 5名 350ユーロ、6名以上 310ユーロ
 19歳以下参加不可
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 ［4/1～11/11］毎日 　［11/12～3/31］月～金
 (12/25・31、1/1～31を除く、日本語アシスタント付は5/1も除く)
出　発 8:00　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約10時間
解　散 パリ市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

パリ発
専用車で行く 世界遺産ランスとドン・ペリニヨン・シャンパンセラー1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

2名催行

スケジュール（目安）

08:00 出発
10:30 ドン・ペリニヨンのシャンパンセラー

見学と試飲
12:00 エペルネーで自由昼食
13:15 ランスへ出発
14:15 ランス着後、大聖堂など自由観光
 ※5/2～9/30はフジタ礼拝堂への立ち

寄りも可能です（火曜と7/14は閉館）。
ご希望の場合はお申し込み時にお知
らせください。入場料は当日直接お支
払いください（約5ユーロ）。

15:30 パリへ出発
18:00 パリ着

FR347

FR400

あの“ドンペリ”のセラーへ
世界最高峰といわれるシャンパン、ドン・ペリニヨン。シャンパン
を作り出した修道士の名を持つシャンパンは、通常より長い8年も

※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによっては送迎サービスを手配できない場合があります。※交通状況や現地事情により、日程が変更または帰着時刻が遅れる場合があります。※シャンパン
セラーの予約状況により、時間や行程順が変更になる可能性があります。※20歳未満のお客様はシャンパンの試飲をご遠慮いただきます。※シャンパンセラー見学は、英語またはフランス語です。言語の指定はできま
せん。日本語アシスタント付はアシスタントが通訳します。※フジタ礼拝堂の見学（5/2～9/30、火曜・7/14休）をご希望の方はお申し込み時にお知らせください。入場料は当日お支払いください（約5ユーロ）。

の間セラーで熟成され、世界各国へ出荷されています。ライトアップされた幻想的なセラー見学では、どのようにシャン
パンが造られるかを専門ガイドが説明しながら回ります。見学後はお待ちかねのテイスティング。説明を聞いた後は、
より格別の味わいです。併設されたショップでのお買い物もお楽しみください。

専用車で行く パリ近郊ゴルフ
パリ発 ［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

パリからゴルフな１日
FR448

シャルル・ド・ゴール空港送迎付（出発便）
FR449

シャルル・ド・ゴール空港送迎付（到着便）
FR450

1名催行

料　金 1名 600ユーロ、2名 470ユーロ、
 3名 450ユーロ、4名 420ユーロ、
 5名 400ユーロ、6名以上 380ユーロ
催行日 毎日（7/30・31、3/19・20を除く）
出　発 6:30～10:00のお好きな時間
 パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間30分
解　散 パリ市内ご宿泊ホテル

料　金 1名 880ユーロ、2名 610ユーロ、
 3名 550ユーロ、4名 500ユーロ、
 5名 470ユーロ、6名以上 450ユーロ
催行日 毎日（7/30・31、3/19・20を除く）
出　発 フライト出発予定時刻の11時間前
 （フライト出発予定時間が21:00以降の場合は10:00）

※フライト出発時間が17:30以降の便限定
 パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間30分
解　散 シャルル・ド・ゴール空港

料　金 1名 880ユーロ、2名 610ユーロ、
 3名 550ユーロ、4名 500ユーロ、
 5名 470ユーロ、6～9名 450ユーロ
催行日 毎日（7/30・31、3/19・20を除く）
出　発 6:00～10:00頃
 ※フライト到着予定時刻が6:00～9:00限定
 シャルル・ド・ゴール空港到着ゲート
所要時間 約9時間30分
解　散 パリ市内ご宿泊ホテル
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ランス
世界遺産に登録されているランスのノートルダム大聖堂は、歴
代フランス王の戴冠式が行われたフランス一の格式を誇るゴ
シック建築の傑作です。青が美しいシャガールのステンドグラ
スもお見逃しなく。
フランスで活躍した日本人画家レオナール・フジタ（藤田嗣治）
の晩年の傑作、フレスコ画が見事なフジタ礼拝堂も訪れます。

トロワ
ルネッサンス時期に建てられた木組みの家々が美しい古都トロワ。猫が屋根を渡り
歩けるほど狭いことから名づけられた「猫の小路」は猫のレリーフが目印です。

マムの風車
途中、ぶどう畑を一望できるパ
ノラマポイントで写真ストッ
プ。有名シャンパンメーカー「マ
ム」社の風車がポイントです。

美しき伝統と誇り。天使の拍手と幸せの畑美しき伝統と誇り。天使の拍手と幸せの畑

フランス
シャンパーニュとブルゴーニュ2日間

パリ発着

パリ ギャラリーラファイエット・ショセダンタン角玄関前 集合
シャンパンメーカーで昼食
ぶどう栽培からシャンパンの醸造、販売までをすべて行うシャ
ンパン生産者ＲＭ（レコルタン・マニピュラン）でカーヴ見学と
シャンパン2杯付の昼食をお楽しみいただきます。

昼食

1日目

エペルネー
シャンパーニュの都エペルネー。なだらかな丘陵に広
がるぶどう畑や石材を切り出した後の地下空間を利
用したシャンパン熟成庫など、人と土地と結びついた
文化的景観は「シャンパーニュの丘陵、メゾンとカー
ヴ」として世界遺産に登録されています。

©OTEPC

シャンパーニュ大通り
「エペルネーのシャンゼリゼ」といわれる美し
い通り。世界的に有名な老舗シャンパンメー
カーの本社がずらりと並ぶ様は圧巻です。

モエ・エ・シャンドン
最高級シャンパン「ドン・ペリ」でも知られる世
界一のシャンパンメーカー「モエ・エ・シャンド
ン」社でショッピングタイムをお取りします。

メルシエ
1858年設立の老舗シャンパンメー
カー。1889年のパリ万博に出展された
シャンパンボトル20万本の巨大な樽が
展示されており、広大な地下カーヴは
ミニトレインに乗って見学します。

©Maison Mumm©Maison Mumm

華やぎの泡、芳醇の赤。オトナ旅の楽しみ。
シャンパーニュの暗号「NM」と「RM」を解き明かす。
比類なきブルゴーニュ。歴史が生み出すワインの王様。

極上の2日間！味わいの地方旅へ

ランス

エペルネー

トロワ

ボーヌ
ニュイ・サンジョルジュ
ヴォーヌ・ロマネ
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パリ ギャラリーラファイエット・ショセダンタン角玄関前集合
　　　シャンパーニュ地方のエペルネーへ（143km / 約2時間30分）

◎「メルシエ」シャンパンカーヴ見学と試飲
エペルネーのシャンゼリゼとよばれる△シャンパーニュ大通りを
通ります
○「モエ・エ・シャンドン」でショッピング
シャンパーニュ地方の田舎町へ（25km / 約30分）

シャンパンメーカーでカーヴ見学とシャンパン2杯付の昼食
ランスへ（35km / 約45分）
途中、○ぶどう畑のパノラマポイントで写真ストップ

ランス市内観光
　　　◎ノートルダム大聖堂 ◎フジタ礼拝堂
トロワへ（122km / 約2時間）

ホテル着
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　       歩：A

※ 注意事項とご案内
・シャンパン及びワインカーヴが予期できない理由により見学不可の場合、他のカーヴにご案内いたします。
・シャンパン及びワインカーヴ内は年間を通じて気温12～13℃程度に保たれています。見学時は冷えますので、 羽織
  るものを持参されることをおすすめします。また、階段や薄暗い中を歩きますので、歩きやすい靴でご参加ください。
・エペルネーのメルシエは2017年12月現在改修工事中で、2018年6月末頃の再オープンを予定しています。工事が長
  引き当該日にご案内できない場合は、モエ・エ・シャンドンなど他のシャンパンメーカーにご案内いたします。
・ボーヌのマルシェ・オ・ヴァンは自由時間にご希望者のみご案内します。入場・試飲代はお客様による当日払いとなり
  ます。見学無しでショッピングのみも可能です。
・3名様でのご参加の場合、2人部屋と1人部屋に分かれ、1人部屋追加代金が必要となります。

パリ

エペルネー

ランス近郊

ランス

トロワ

08：00

10：15
11：15

12：00

12：30

14：30

15：15

17：45

19：45

08：00

10:30
10:50

11:00

12:30
13:45

14:00

16:00

20:00

　　　ブルゴーニュ地方のヴォーヌ・ロマネへ（221km / 約2時間30分）

○ロマネ・コンティの畑で写真ストップ
ニュイ・サンジョルジュへ（3km / 約10分）
△黄金の丘（コート・ドール）とよばれる丘陵地にひろがるぶどう畑を
ご覧いただきます

◎ブルゴーニュワインの カーヴ見学 と ワイン試飲 
レストランへ（15km / 約20分）

地元レストランで名物ブフ・ブルギニョンの昼食
ボーヌへ（7km / 約10分）

ボーヌ市内観光
◎オテル・デュー　
ご希望者にはマルシェ・オ・ヴァン（ワイン市場）をご案内します
パリヘ（312km / 約4時間）

パリ着後、オペラ座付近で解散
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歩：A

トロワ

ヴォーヌ・ロマネ

ニュイ・サン・ジョルジュ

ボーヌ近郊

ボーヌ

パリ

◎入場観光〇下車観光△車窓観光
「歩く時間」  歩：A 30分～2時間　歩：B 2時間～4時間　歩：C 4時間以上

2
日
目 

ボ

－

ヌ
離
団
プ
ラ
ン

トロワ泊

2名

最大定員

出発場所

解散場所

35名

パリ オペラ座付近

最少催行
人員

利用予定
ホテル メルキュール・トロワ・サントル

トロワ

パリ ギャラリーラファイエット・
　　ショセダンタン角玄関前

料金
（お1人様）

設定日 7/12（木） 
8/ 9（木）、8/16（木）、8/23（木） 
9/13（木）、9/20（木）

基本プラン
440ユーロ（2名様1室利用）／495ユーロ（1名様1室利用）
1日目 ランス離団プラン
140ユーロ
2日目 ボーヌ離団プラン
430ユーロ（2名様1室利用）／485ユーロ（1名様1室利用）

ロマネ・コンティ
「ロマネ・コンティ」といえば、いつかは飲んでみたい世界最高峰のワイン。
世界の銘酒を生み出すぶどう畑は驚くほどの小ささです。
目印の十字架と表札の前で記念写真タイム！

コート・ドール 黄金の丘
黄金に例えられるブルゴーニュ地方の極上ワインを生み出すぶどう畑が
連なる丘陵地帯。その中でもコート・ド・ニュイ地区の中心としてワイン産
業で有名なニュイ・サン・ジョルジュで、カーヴ見学とグラン・クリュ（特級
畑）の赤ワインを含む試飲をお楽しみください。

ボーヌ
カラフルな屋根が美しいオテル・デューは、ブルゴーニュワインの中心地
ボーヌのシンボルです。可愛らしい街の散策もお楽しみください。ご希望の
方には、かつて修道院だった建物を利用したブルゴーニュワインの宝庫「マ
ルシェ・オ・ヴァン（ワイン市場）」にご案内いたします。

ブルゴーニュワインの都､ボーヌ市、並びに周辺地方での皆様のご滞
在を心から歓迎いたします｡この地､ボーヌの街とボーヌ周辺の丘に
広がるぶどう畑との出会いは､皆様に忘れ難い貴重な思い出となる
ことと確信しております。
<ブルゴーニュのクリマ>と呼ばれる細分化されたぶどう畑の美しい景
観は、2015年7月ユネスコ世界遺産に登録されました｡

ボーヌおよび周辺地域観光局長 ドニ・トマ

2日目

パリ オペラ座付近 解散

昼食 ブフ・ブルギニョン

地方の名物料理「ブフ・ブルギニョ
ン」をコート・ド・ボーヌ地区にある
レストランでお召し上がりいただ
きます。

メルキュール・トロワ・サントル　
トロワの歴史的中心部から500mの落ち着いた雰囲
気のホテル。ディナーにもショッピングにも便利な
立地です。

宿泊ホテル
トロワ ★★★★

シャンパーニュ地方の都エペルネーは、ぶどう畑の中心にあり、パリからも近く理想的な場
所に位置しています。ユネスコ世界遺産に登録されている『シャンパーニュ大通り』を、そして
2億本のシャンパンが眠っている110ｋｍに至るカーヴを、ぜひ見にいらしてください。
数あるシャンパンメーカーに立ち寄りながらシャンパン街道をたどれば、さらにエペルネー
をお楽しみいただけるものと期待しております。

エペルネー観光局 ディレクター フレデリック・ヌブ

１
日
目
　
ラ
ン
ス
離
団
プ
ラ
ン

牛肉を赤ワインで煮
込んだブルゴーニュ
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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。20

パリ発
ワイナリーで昼食　世界遺産ヴェズレーと銘酒白ワインの里シャブリ 1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELバス

日本語アシスタント 1名催行

スケジュール（目安）

08:00 出発
11:00 ヴェズレー着後、自由散策。美しい村や世界遺産の大聖堂をご覧ください。
12:00 ヴェズレー発
13:00 ワイナリーでワインの試飲と昼食
15:00 ワイナリー発
 道中、ぶどう畑を一面見渡せる場所に立ち寄り（写真ストップ）
15:30 シャブリ着後、自由散策
16:30 シャブリ発
19:00 パリ着、解散

FR327

料　金 大人 145ユーロ　子供（3～17歳）100ユーロ
催行日 5/15～10/30の火
出　発 8:00　ギャラリーラファイエット本館ショセダンタン角玄関口前
所要時間 約11時間
解　散 オペラ座付近

※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※参加人数が少人数の場合は日本語ドライバーガイドによる案内となる場合があります。※20歳未満のお客様はワインの試飲をご遠慮いただ
きます。※幼児のお客様への食事、チャイルドシートの提供はありません。※当日の交通事情や現地事情により帰着時間が遅くなる場合があります。※指定したワイン農家が予期できない理由により
サービス不可になった場合は、別の場所での昼食になります。

昼食付でこのお値段は、とても
お得です。昼食の量も味も満

足でした。ヴェズレー、シャブリとも初めて訪
れ、歴史を感じながらもかわいい街並に、ぶ
どう畑や空気に感動しました。プルミエー
ル・クリュやグラン・クリュも試飲出来て、
大満足です。ワインの説明もいろいろありが
とうございました。 （2017年6月ご参加）

お客様の声
魅惑のブルゴーニュ地方。

ワイン好きなら一度は訪れたい白ワインの里シャブリと
フランスの最も美しい村のひとつとして知られるヴェズレー。

公共交通ではアクセスが難しい
ブルゴーニュ地方の村々を バスがご案内。

ワイナリーでの昼食はツアーならではの特別な体験です。

中世の面影を色濃く残すヴェズレーは、「フランスの最も美しい村」のひとつに選ばれている可愛ら
しい村。この小さな村の教会が、ロマネスク彫刻の最高傑作として有名なサント・マドレーヌ・バジ
リカ大聖堂。中世の時代から聖地巡礼に向かう多くの巡礼者が訪れて祈りをささげてきた、歴史的
価値の高い場所で、「ヴェズレーの教会と丘」としてユネスコ世界遺産に登録されています。大聖
堂に向かう村の坂道には、巡礼路の目印であるホタテ貝のマークが埋め込まれています。散策中に
探してみてはいかがでしょう。

美しきヴェズレー。世界遺産の大聖堂はロマネスクの最高傑作

貴重な体験！ ワイナリーでの昼食。生産者のもとで飲む格別なワインの味
生産者のもとでワインを飲みながら楽しむ昼食は、個人ではなかなかできな
い体験。特に生産者たちのワイン製造にかける熱い思いを聞きながら嗜む
テイスティングは特別なひととき、格別の一杯です。ぶどう畑に囲まれた農
家で、彼らの手から生み出される様々なランクのシャブリワインを試飲して
みれば、きっと自分好みのワインも見つかるはず。
素晴らしい思い出になった！と口コミでもご好評をいただいています。

白ワインで世界的に有名なシャブリは、村の中心をセレイン川
が流れ、その川岸を縁取りするように美しい花壇で飾っている
花咲く町。最高級ランクの白ワインを生み出すシャブリの「特
級畑」に行くのもよし、シャブリの町中のワインショップで各自
テイスティングを楽しむのもよし。思い思いの自由散策でお過
ごしください。

可愛らしいシャブリの町を散策

特級畑

村の地面には
ぶどうマークも

人気

毎年恒例、ぶどう畑の中をワイングラス片手にウォー
キングしながらワインと名物料理を楽しむ、ワイン
好きにはたまらないグルメウォーキングツアー。
2014年ブルゴーニュ地方、2015年シャンパーニュ
地方、2016年ブルゴー
ニュ地方ニュイ・サン・ 
ジョルジュ、2017年は
ロワール地方で開催され
ました。フランスの田舎
と美食を楽しめる人気ツ
アーです。

ワインウォーキングツアー
5月末～
6月初旬

「栄光の3日間」は、ブルゴーニュ地方、コート･ドール（黄
金の丘）の中心に位置するボーヌで年に1回行われるフラン
スで最も有名なワインのお祭り。ワインオークションが開か
れ、世界各国からワイン商が集まります。お祭り期間中はワ
イン以外にも多くの屋台が並び、
ワインと美食のブルゴーニュ地方
を味わえます。ワイン通の方はも
ちろん、ただワインが好きという
方も楽しめるお祭りにパリから手
軽に行くことができます。

栄光の3日間11月

ブルゴーニュ地方のワインの祝祭、サンヴァン 
サン祭りは、ぶどうの守護聖人サンヴァンサンを
称えるお祭りです。毎年1月の最終週にブルゴー
ニュの村々で持ち回
りで行われていま
す。毎年参加され
るリピーターの方も
いらっしゃる人気ツ
アーです。

ワインの聖人 
ブルゴーニュの
サンヴァンサン祭り

1月
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2018.04

2019.03

人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

料　金 ［英語ドライバー］1名 670ユーロ、2名 355ユーロ、3名 250ユーロ、
 　　　　　　       4名 200ユーロ、5名 180ユーロ、6名以上 150ユーロ
 ［日本語ドライバー］1名 985ユーロ、2名 500ユーロ、3名 350ユーロ、
 　　　　　　       4名 255ユーロ、5名 205ユーロ、6名 170ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(5/1、7/14、12/24・25・31、1/1を除く)
出　発 8:00　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約10時間
解　散 パリ市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

パリ発
専用車で行く  シャブリの白ワインと世界遺産ヴェズレー1日観光 ～選べるワインセラー訪問・テイスティング付

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

スケジュール（目安）

08:00 出発
10:30 シャブリ着後、ワインテイスティング
 （①La Cave du Connaisseur、②William 

Fèvre、③La Chablisienneのいずれか）
 ※ご希望の場合、2軒目のワイナリー

訪問も可能です。訪問を希望される
場合は無料で予約を承ります（テイス
ティング代は当日各自払い）。

 各自で昼食
13:00 シャブリ発
14:00 ヴェズレー着後、自由散策
15:00 ヴェズレー発
18:00 パリ着

FR350

《共通》※お申し込み時に見学を希望するワイナリーをお選びください。1軒目のワインテイスティングは料金に含まれています。※ご希望により2軒目を訪問する場合のテイスティング代は、当日直
接お支払いください。※現地事情により、日程の変更あるいは帰着の遅延の可能性があります。その場合でも料金に変更はありません。※20歳未満のお客様はワインの試飲をご遠慮いただきます。
《英語ドライバー》※日本語を話す係員は含まれていません。※テイスティングは英語になります。
《日本語ドライバー》※ドライバーは日本語を話しますが観光地でのガイディングは行いません。※テイスティングはドライバーが通訳します。

パリ、ディジョン、ボーヌ発
専用車で行く  2つの世界遺産  フォントネー修道院とヴェズレー 1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

スケジュール（目安）

08:00 パリ発
11:00 ヴェズレー（自由散策、自由昼食）
13:00 出発
14:00 フォントネー修道院（自由見学） ※入場料は当日お支払いください。
15:00 出発
16:30  《ボーヌまたはディジョン着》市内着、終了
18:30 パリ着、終了

スケジュール（目安）

【9:00発の例】
09:00 ディジョンまたはボーヌ発
10:30 フォントネー修道院（自由見学） ※入場料は当日お支払いください。
11:30 出発
13:00 ヴェズレー(自由散策)
15:30 出発
17:00 ディジョンまたはボーヌ着

料　金 ［英語ドライバー］
 パリ発着 1名 720ユーロ、 2名 360ユーロ、 3名 260ユーロ、
  4名 190ユーロ、 5名 160ユーロ、 6名以上 130ユーロ
 パリ発ボーヌまたはディジョン着
  1名 860ユーロ、 2名 430ユーロ、 3名 310ユーロ、
  4名 240ユーロ、 5名 190ユーロ、 6名以上 160ユーロ
 ［日本語ドライバー］
 パリ発着 1名 1,200ユーロ、 2名 600ユーロ、 3名 400ユーロ、
  4名    300ユーロ、 5名 240ユーロ、 6名 200ユーロ
 パリ発ボーヌまたはディジョン着
  1名 1,350ユーロ、 2名 675ユーロ、 3名 450ユーロ、
  4名    340ユーロ、 5名 270ユーロ、 6名 230ユーロ
　　　※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日（5/1、7/14、12/24・25・31、1/1を除く）
出　発 8:00　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 ［パリ発着］　約10時間30分　
 ［パリ発ボーヌまたはディジョン着］　約8時間30分
解　散 パリ市内ご宿泊ホテル、ボーヌまたはディジョン市内ご宿泊ホテル

FR367

FR368

都市を移動しても同料金！
ボーヌ発着、ディジョン発着だけでなく、ディジョン発ボーヌ着、ボーヌ発
ディジョン着も同料金・条件にて承ります。観光しながらお得に移動！

《共通》※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによっては送迎サービスを手配できない場合があります。※フォントネー修道院の入場料は含ま
れていません。当日お支払いください(大人10ユーロ：2017年11月現在)。
《英語ドライバー》※日本語を話す係員は含まれていません。
《日本語ドライバー》※ドライバーは日本語を話しますが観光地でのガイディングは行いません。
《発着都市が異なる場合》※スーツケース等の大きい荷物はお1人様1個とさせていただきます。2個以上ある場合は事前にお知らせください。車サイズを変更、別途
追加料金は発生する場合があります。
《ボーヌ発、ディジョン発》※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100％を申し受けます。

交通の不便な2つの世界遺産を１日で
フォントネー修道院は、人里離れた静かな地に時が止 
まっていたかのような空気の中、調和のとれた佇まいを
見せています。静謐の美という言葉そのものです。世界
遺産に指定されているヴェズレーの教会と丘。ロマネス
ク芸術の頂点といわれるサント・マドレーヌ・バジリカ聖
堂は、中世から今日に至るまで多くの巡礼者や観光客を
惹きつけています。どちらも公共交通機関でつなぐには
大変行きにくい場所にあり、路線バス本数も少ないの
で、専用車がおすすめです。

料　金 ［英語ドライバー］
 1名 890ユーロ、 2名 445ユーロ、 3名 297ユーロ、
 4名 223ユーロ、 5名 178ユーロ、 6名以上 148ユーロ
 ［日本語ガイド付］
 1名 1,400ユーロ、 2名 700ユーロ、 3名 467ユーロ、
 4名     350ユーロ、 5名 280ユーロ、 6名 233ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(5/1、7/14、12/24・25・31、1/1を除く)
出　発 8:30～9:30のお好きな時間　
 ［ボーヌ発］市内ご宿泊ホテルまたはボーヌ駅［ディジョン発］市内ご宿泊

ホテルまたは駅前のパン屋PAUL前 
所要時間 約8時間
解　散 ディジョンまたはボーヌ市内ご宿泊ホテルまたは駅

FR375

FR376

ボーヌ発、ディジョン発パリ発

訪問するワイナリー①～③をお選びいただけます
①ラ・カーブ・ド・コネッスール：1989年にシャブリで興された小
規模なネゴシアン。シャブリの土壌、気候を忠実に表現したワイン
を醸造しています。
②ウィリアム・フェーブル：250年の歴史を持つシャブリのぶどう農
家から1959年に独立してブランドを立ち上げ。今では78haの畑を
所有し、その中の17.9haが一級畑、15.2haが特級畑という、シャ
ブリでも最も有名なブランドのひとつ。
③ラ・シャブリジエンヌ：シャブリで最も大きい生産者協同組合。約300名ほどの組合員と1200haの畑を有しています。
「フランス国内でも最良のワイン生産者組合」と称され、様々なシャブリワインを取り揃えています。



2018.04

2019.03

人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

スケジュール（目安）

08:00 出発
10:00 ブリアール着後、エッフェルが設計した運河橋を散策(約20分）
11:30 サンセール着後、サンセールワインの試飲
 地元人気レストランにて昼食
 チーズ専門店にて試食
14:30 サンセール発
15:30 ジアン着後、自由散策
 伝統陶器ジアン美術館（入場料は当日お支払いください)、
 ショッピングなど、ご自由にお楽しみください。
16:45 ジアン発
19:00 パリ着、解散

料　金 大人 145ユーロ　子供（3～17歳）100ユーロ
催行日 5/3～9/27の木（5/10を除く）
出　発 8:00　ギャラリーラファイエット本館ショセダンタン角玄関口前
所要時間 約11時間
解　散 オペラ座付近

200年の歴史を誇る伝統陶器ジアンは、高級陶器として貴
族に愛され、その後七宝焼の技術を取り入れタイルでも名
を馳せます。今日パリの地下鉄のホームで見るタイルの大
半は、ジアンで作られました。ジアン美術館で陶器の鑑賞
や、隣接するショップでのお買い物などをお楽しみください。

22

パリ発
ロワールのいいとこ取り1日観光 昼食付～伝統陶器ジアン、AOCワインとチーズ、エッフェルの運河橋

［運行会社］MIKI TRAVELバス

日本語アシスタント 1名催行

FR413

※日本語に加えて英語での案内を行う場合があります。※参加人数が少人数の場合は日本語ドライバーガイドによる案内となる場合があります。※20歳未満のお客様はワインの試飲をご遠慮いただ
きます。※幼児のお客様への食事、チャイルドシートの提供はありません。※当日の交通事情や現地事情により帰着時間が遅くなる場合があります。※伝統陶器ジアン美術館の入場料は含まれてい
ません。ご希望の方は当日お支払いください(大人5ユーロ：2017年12月現在)。

ブリアールには、エッフェル塔で有名なギュスターヴ・
エッフェル設計の運河橋があり、フランスの歴史的建造
物に指定されています。エッフェルは技師、建設業者と
して活躍し、特に鉄骨建造に長けていました。鉄とその
フォルムがもつ美しさを表現したエッフェル塔と同様、ブリアール運河橋も鉄
のデザインが前面に打ち出されています。ロワール川にかかる橋自体が運河
になっており、川にかかる橋の上を船が通る珍しい光景が見られます。

橋の上を船が通る!?エッフェルの歴史的建造物

貴族に愛された伝統陶器ジアン

グルメの町サンセール
美味しくコスパ抜群の白ワインとAOPチーズ
なだらかな丘陵地帯の丘の上にあるサンセールは、小さな村にも関わらず、ブルゴーニュ・ワイン
に比肩する名ワインの産地。知名度ではブルゴーニュに劣るものの、だからこそ美味しいワインが比
較にならないくらいの低価格で手に入ります！ その芳香とエレガントな風味で多くのファンを魅了す
るサンセールの白ワインは、パリの魚料理店ならば必ず置いているほど魚介類と非常に相性の良い
ワインです。こだわり生産者のセラーで試飲し、昼食は地元で人気のレストランでお召し上がりいた
だきます。フランスの田舎の雰囲気たっぷりのレストランで地元料理をご堪能ください。

この地方はAOP（原産地統制制度）のチーズ、
クロタン・ドゥ・シャヴィニョルの生産地でもあ
ります。AOPを名乗れるのは、規定された材料
と伝統的な製法を厳格に守っている証しです。
専門店にご案内しますので、ぜひ試食してみて
ください。
丘の上に築かれた村には、17～18世紀の町並
みが残り、サンセールの丘の上からは緑に覆
われた周囲の丘陵地帯の美しいパノラマが楽し
めます。

パリのメトロの
タイルは
ジアン製

熟成度によって
さまざまな味が
楽しめます

「フランスの庭」とよばれるロワール地方。
古城で有名な人気の観光地、世界遺産「シュリー・シュル・ロワールと

シャロンヌ間のロワール渓谷」のさらに上流地域には、
美しい自然や伝統文化、グルメな食材など、知る人ぞ知る魅力がいろいろ。
パリから見どころ盛りだくさんのいいとこ取りツアーにご案内します。

ⒸChavignol
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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。 23

天才ダ・ヴィンチゆかりの古城めぐり
出発▶10:00 シャンボール城（入場）▶12:45 
アンボワーズ着後、自由昼食▶14:00 アンボワー
ズ城（入場）▶15:10 クロ・リュセ城（入場）
▶16:30 出発▶19:30 パリ着

専用車で行く ロワール古城めぐりとヴァレンタイン村
1日観光 ～ミシュラン1ツ星レストランでの昼食付

パリ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※レストランの星の増減などツアー内容が変更になる場合がありま
す。※レストランが特別メニューの際は料金が変更になる可能性があります。※レストランが急
遽クローズ・貸切となる場合は催行を中止する可能性があります。※お申し込み時にご宿泊ホテ
ルをお知らせください。ホテルによっては送迎サービスを手配できない場合があります。※変更
取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100％を申し受けます。

FR342

1名催行

料　金 1名 900ユーロ、2名以上 500ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
 5歳以下参加不可
催行日 金・土・日　（7/14、レストラン休業期間（夏休み、冬休み、クリスマス・

年末年始、ヴァレンタイン祭り期間等）を除く)
出　発 9:00　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約11時間30分
解　散 パリ市内ご宿泊ホテル

恋人の聖地にあるミシュランレストラン
出発▶12:00 ヴァレンタイン村着後、ミシュラン
1ツ星レストランでの昼食と自由時間 ※ヴァレン
タイン村にてオリジナル絵葉書（切手付）とヴァ
レンタイン村の訪問記念証書をプレゼント▶14:00 出発▶15:45 アゼ・ル・リ
ドー城（入場、約1時間）▶17:00 ヴィランドリー城の庭園（入場、約30分）
▶20:30 パリ着

プライベート

専用車で行く 恋人の聖地ヴァレンタイン村1日観光
ミシュラン1ツ星レストランでの昼食付

パリ発 ［運行会社］MIKI TRAVELFR465

通常プラン1名催行　カップルプラン2名催行

料　金 通常プラン　1名 760ユーロ、2名以上 410ユーロ
 カップルプラン　 480ユーロ ※2名単位でお申し込みください。
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
 5歳以下参加不可
催行日 金・土・日　（7/14、レストラン休業期間（夏休み、冬休み、クリスマス・

年末年始、ヴァレンタイン祭り期間等）を除く）
出　発 9:00　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間30分
解　散 パリ市内ご宿泊ホテル

出発 ▶12:00 ヴァレンタイン村着後、ミシュラン
1ツ星レストランでの昼食と自由時間 ※ヴァレン
タイン村在住日本人による村の散策案内、ヴァレ
ンタイン村オリジナル絵葉書（切手付）とヴァレ
ンタイン村訪問記念証書をプレゼント！ ▶15:30 
出発 ▶18:30 パリ着
※カップルプランには、さらに、恋人たちの庭の「メモリアルツリー」に訪問記
念ハートプレートの取付けとヴァレンタイン村のリーヴル・ドー（結婚承認証）
が含まれます。

プライベート

※係員は含まれていません。※レストランの星の増減などツアー内容が変更になる場合がありま
す。※レストランが特別メニューの際は料金が変更になる可能性があります。※レストランが急
遽クローズ・貸切となる場合は催行を中止する可能性があります。※お申し込み時にご宿泊ホテ
ルをお知らせください。ホテルによっては送迎サービスを手配できない場合があります。※変更
取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100％を申し受けます。

パリ発
専用車で行く ロワールの古城めぐり1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

ロワールの古城めぐり 決定版1日観光 ロワールの古城めぐり レオナルド・ダ・ヴィンチ1日観光FR397 FR396

料　金 1名 880ユーロ、2名 480ユーロ、3名 370ユーロ、4名 290ユーロ、5名 240ユーロ、6名以上 210ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(11/26、12/25・31、1/1・28、2/5を除く)
出　発 7:30　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約12時間
解　散 パリ市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

一番人気の3古城めぐり
出発▶10:00 シャンボール城（入場）▶11:30 
出発▶ブロワ着後、自由昼食と散策▶13:30 ブロ
ワ城（入場）▶14:30 出発▶15:30 シュノンソー
城（入場）▶16:30 出発▶19:30 パリ着

※係員は含まれていません。※時間の調整は可能ですが、見学予定の城を、見学予定のない別の城に変更することはできません。当日入場しなかった場合でも入場料の返金はありません。
※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによっては送迎サービスを手配できない場合があります。

ロワール川

トゥール

オルレアン

サンセール

ブリアール

ヴィランドリー城

アゼ・ル・リドー城

ヴァレンタイン村

アンボワーズ

シュノンソー城

ブロワ

シャンボール城

ジアン

パリ
パリ

シャンボール城

ブロワ城

ヴィランドリー城庭園

シュノンソー城

アゼ・ル・リドー城

フランス

ロワール地方

バス
（P.22）
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2018.04

2019.03

人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

料　金 1名 260ユーロ、2名以上 180ユーロ
 5歳以下参加不可
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(7/14、12/24・31、2/14、欠航日を除く)
出　発 19:30　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約4時間
解　散 パリ市内ご宿泊ホテル

パリ発
専用車送迎付 セーヌ川ディナークルーズ

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

プレミアム席プラン
1名 390ユーロ、2名以上 300ユーロ
※1名あたりの料金です。食前にシャンパン
（1杯）、3コース、チーズ、グラスワイン、
デザートと共にシャンパン（1杯）、ミネラル
ウォーター、小菓子とコーヒー付。シートは
船の一番先端、最もランクが高いシートです。

スケジュール（目安）

19:30 専用車にて乗船場へ
20:30 セーヌ・クルーズ船（バトー・パリ

ジャン予定）にてディナークルーズを
お楽しみください。

 ※ エトワール・メニュー（3コース、
1/2ワイン、ミネラルウォーター、
コーヒー付）

23:00 専用車にてご宿泊ホテルへ
23:30 終了

憧れのセーヌ川ディナークルーズ
船上での3コースディナーを味わいながら、昼間のパリとは違う 
セーヌ川から見上げるライトアップされたロマンチックなパリの夜景
をお楽しみください。

プレミアム席プランもあります！
船の一番先端、最もランクが高いシートを確約するプレミアム席プ
ラン。ちょっとリッチな旅の思い出におすすめです。

FR421
人気

※係員は含まれていません。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによっ
ては送迎サービスを手配できない場合があります。※ジーンズ、スニーカー、ショートパンツ、サ
ンダル等のカジュアルな服装はご遠慮ください。乗船を拒否されることがあります。※悪天候、 
セーヌ川の渇水・増水、船の貸切・運休等の現地事情によりクルーズのルートを変更または接岸
したままのお食事となる場合があります。※船への大きな荷物の持ち込みは禁止されています。

料　金 1名 390ユーロ、2名以上 300ユーロ
 5歳以下参加不可
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(7/14、12/24・25・31、1/1、2/14、欠航日を除く)
出　発 19:30　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約4時間30分
解　散 パリ市内ご宿泊ホテル

パリ発
専用車送迎付 VIP感覚のセーヌ川ディナークルーズ ～最高級クルーズ船ヨット・ド・パリ

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

スケジュール（目安）

19:30 専用車にて乗船場へ
20:00 高級クルーズ船（ヨット・ド・パリ）

にて、ミシュラン星付レストランの 
シェフが監修した料理のディナーク 
ルーズをお楽しみください。

 クルーズ船のテーブルはすべて窓側
に配置されており、窓際のペアシート
確約です。

23:00 専用車にてご宿泊ホテルへ
24:00 終了

ラグジュアリーな船と国家最優秀職人賞シェフのディナー
大勢で乗る一般的なセーヌ川クルーズとは異なり、ラグジュアリー
な船と老舗デリカテッセン「ル・ノートル」がプロデュースする料
理をお楽しみいただける高級感のあるディナークルーズです。クルー
ズ船のテーブルはすべて窓側に配置されており、窓際のペアシート
が確約されています。お客様専用のプライベート送迎付きで、ちょっ
と贅沢をしたい方、記念日、ハネムーンにおすすめです。

FR335

※係員は含まれていません。※船会社が集客不足等諸般の事情でクルーズの運行を取りやめることを決定した場合は、催行を中止します。※お申し
込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによっては送迎サービスを手配できない場合があります。※ジーンズ、スニーカー、ショートパン
ツ、サンダル等のカジュアルな服装はご遠慮ください。乗船を拒否されることがあります。※悪天候、セーヌ川の渇水・増水、船の貸切・運休等の現
地事情によりクルーズのルートを変更、または接岸したままのお食事となる場合があります。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）12日前から50%、8日前からは100%を申し受けます。

専用車で行く フランス最大級のカジノ・リゾート
「アンギャン・レ・バン」

パリ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※入場料は含まれていません。各自でお支払いください（14～16ユーロ程度）。
※ドレスコードはありませんが、スマートカジュアルを推奨します。ジーンズ、スニーカー、ショートパンツ、サ
ンダル等のラフな格好は入場できないことがあります。※入場（受付）時にパスポートの提示が必要です。※お
申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによっては送迎サービスを手配できない場合があります。

FR422

1名催行

料　金 1名 380ユーロ、2名 190ユーロ、3名 127ユーロ、
 4名   95ユーロ、5名   76ユーロ、6名以上 65ユーロ
 17歳以下参加不可
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日
出　発 19:00、20:00、21:00、22:00　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約4時間
解　散 パリ市内ご宿泊ホテル

プライベート

パリから最も近いフランス最大級のカジノへ
美しい湖と温泉の町アンギャン・レ・バン。かつてのブ
ルジョワ・パリジャンのように、優雅にカジノで過ごしてみ
ては？　【20:00発の例】専用車でカジノへ▶21:00 カジノ
着後、各自でカジノをお楽しみください（カジノの入場料

専用車送迎付 店員が皆オペラ歌手！
「ベルカント」でのディナー 

パリ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※レストランが急遽クローズ・貸切・特別メニューとなる場合は催
行を中止します。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによっては送迎サ
ービスを手配できない場合があります。

FR338

1名催行

料　金 1名 255ユーロ、2名以上 175ユーロ　5歳以下参加不可
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(12/31、2/14、レストラン休業期間を除く)
出　発 19:15　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約4時間
解　散 パリ市内ご宿泊ホテル

オペラの名曲を聴きながら楽しくディナー
プロのオペラ歌手によるオペラの名曲を聴きなが
ら、楽しくお食事が楽しめる「ベルカント」。 
美食に舌鼓を打ちながら、ダイナミックなオペラ
をお楽しみください。お客様だけの専用車での
往復送迎付で安心！

プライベート

FR470

は各自でお支払いください。14～16ユーロ程度）▶23:00 専用車でホテルへ▶24:00 終了

FRANCE

パ
リ

FRAN
C
E

フランス

フランス

イタリア
マルタ

スペイン
ポルトガル

ドイツ
中欧

スイス

オランダ
ベルギー

イギリス
アイルランド

北欧
バルト三国
アイスランド

ロシア

クロアチア
スロベニア
トルコ
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2017.04

2018.03

2018.04

2019.03

人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

料　金 ［昼食］ FR437  1名 310ユーロ、2名以上 180ユーロ
 ［夕食］ FR438  1名 390ユーロ、2名以上 240ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
 5歳以下参加不可
催行日  月～土（昼食：7/14、12/24・31、2/14を除く、夕食：7/14、11/1～3/31を除く）
出　発 ［昼食］9:30　［夕食］16:30　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 ［昼食］約4時間30分　［夕食］約5時間30分
解　散  ［昼食］レストラン　［夕食］パリ市内ご宿泊ホテル

パリ発
専用車で行く ステンドグラスが美しいル・ランシーの教会とパリの展望レストラン

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

スケジュール（目安）

【昼食】
09:30 出発
10:30 ル・ランシーのノートルダム教会着、自由見学
11:00 出発
12:00 レストラン着後、昼食
14:00 昼食終了後、自由解散
※ 送迎は昼食レストランまでのお送りで終了しま
す。お帰りは各自となります。

【夕食】
16:30 出発
17:30 ル・ランシーのノートルダム教会着、自由見学
18:00 出発
19:00 レストラン着後、夕食
21:30 夕食終了後、ご宿泊ホテルへ
22:00 終了
※ 冬季は日没時間が早く教会内のステンドグラスが美
しく見えないため、11/1～3/31は催行がありません。

美しいステンドグラスと展望レストラン
パリから北東約20km、ル・ランシーにある「ノートルダム教会」は圧巻
のステンドグラスで内部が彩られています。宝石箱のようなステンドグラ
スの教会とエッフェル塔を望むパリの展望レストランの組み合わせです。
《共通》※係員は含まれていません。ドライバーは英語対応です。※お申し込み時にご宿泊ホテ
ルをお知らせください。ホテルによっては送迎サービスを手配できない場合があります。※教会
が突然クローズする場合や、宗教行事や各種イベントにより大規模な交通規制が行われる場合
は、催行を中止する可能性があります。※ル・ランシーのノートルダム教会は大切な祈りの場で
あって観光施設ではありません。訪問される際には教会でのモラルとマナーをお守りいただきま
すようご配慮をお願いいたします。ミサが開催されている場合、写真撮影はお控えください。 
※教会では半ズボンやノースリーブ等露出の多い服装はご遠慮ください。※展望レストランはレ・ 
ゾンブルまたはシエル・ド・パリを利用予定です。事前のご指定は承れません。※座席指定は
できません。※レストランが急遽クローズ、貸切の場合には催行を中止する可能性があります。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100％を申し受けます。

専用車送迎付 ミシュラン3ツ星レストランでのディナー
「ル・プレカトラン」

パリ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※ジーンズ、スニーカー、ショートパンツ等のカジュアルな服装はご遠慮
ください。 ※レストランの星の増減があった場合、ツアー内容を変更する場合があります。※レストラ
ンが急遽クローズ・貸切・特別メニューとなる場合は催行を中止する可能性があります。※お申し込み
時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによっては送迎サービスを手配できない場合があります。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

FR336

1名催行

料　金 1名 520ユーロ、2名以上 430ユーロ　10歳以下参加不可
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 火～土　(12/25、1/1、2/14、レストラン休業期間を除く)
出　発 19:15　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約4時間
解　散 パリ市内ご宿泊ホテル

名門3ツ星レストラン
ブローニュの森に佇むミシュラン3ツ星の最高峰
レストラン「ル・プレカトラン」。街の喧騒を離
れて落ち着いた優雅な時間を過ごすことができま
す。国家最優秀職人賞シェフが生み出す料理も
好評です。

プライベート

専用車送迎付 ミシュラン1ツ星レストランでのディナー
「ラ・グランド・カスカード」

パリ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※ジーンズ、スニーカー、ショートパンツ等のカジュアルな服装はご遠慮
ください。 ※レストランの星の増減があった場合、ツアー内容を変更する場合があります。※レストラ
ンが急遽クローズ・貸切・特別メニューとなる場合は催行を中止する可能性があります。※お申し込み
時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによっては送迎サービスを手配できない場合があります。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

FR398

1名催行

料　金 1名 265ユーロ、2名以上 195ユーロ　5歳以下参加不可
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(12/31、1/1、2/14、レストラン休業期間を除く)
出　発 19:15　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間
解　散 パリ市内ご宿泊ホテル

ブローニュの森に佇むレストラン
ブローニュの森にある独創的な外観のレストラン
「ラ・グランド・カスカード」は、ナポレオン3世
が狩猟をするために建てた建物。ハイエンドなフ
ランス料理が美食家たちから愛され続けています。

プライベート

料　金 ［昼食］ FR388  1名 280ユーロ、2名以上 185ユーロ
 ［夕食］ FR395  1名 290ユーロ、2名以上 215ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
 5歳以下参加不可
催行日  ［昼食］木～土（7/14、2/14、レストラン休業期間を除く）
  ［夕食］水～土（7/14、2/14、レストラン休業期間を除く）
出　発  ［昼食］11:45　［夕食］18:45　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間  ［昼食］約3時間　［夕食］約3時間30分
解　散 パリ市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

パリ発
専用車送迎付 ミシュラン1ツ星レストランでの昼食/夕食「レ・ゼタン・ド・コロー」

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

スケジュール（目安）

【昼食】
11:45 出発
12:30 レストラン着後、昼食
14:00 昼食終了後、ご宿泊ホテルへ
14:45 終了

【夕食】
18:45 出発
19:30 レストラン着後、夕食
21:30 夕食終了後、ご宿泊ホテルへ
22:15 終了

美しい湖と森に囲まれたレストラン
ミシュラン1ツ星レストラン「レ・ゼタン・ド・コロー（Les Etang 
de Corot）」。パリ中心部から車で約30分ほどで、緑豊かな自然が
広がります。レストラン名の由来である印象派の画家カミーユ・コ
ローが描いた詩的な風景そのままの美しい湖と森に囲まれた静穏
な場所で、お食事をお楽しみいただけます。レストランのオーナー
はボルドーワインの製造業者でもあり、ワインの品揃えも抜群です。
《共通》※係員は含まれていません。ドライバーは英語対応です。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによっては送迎サー
ビスを手配できない場合があります。※レストランの星の増減などツアー内容が変更になる場合があります。※レストランが特別メニューの際は料
金が変更になる可能性があります。※レストランが急遽クローズ・貸切となる場合は催行を中止する可能性があります。※ジーンズ、スニーカー、
ショートパンツ、サンダル等のカジュアルな服装はご遠慮ください。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100％を申し受けます。

1名催行または

または
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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。26

料　金 ディナー ミスタンゲット・メニュー  FR423   1名 340ユーロ、2名以上 255ユーロ
 ディナー ロートレック・メニュー  FR439   1名 360ユーロ、2名以上 275ユーロ
 ディナー ベルエポック・メニュー  FR440   1名 390ユーロ、2名以上 305ユーロ
 ドリンク 1stショー  FR332   1名 280ユーロ、2名以上 200ユーロ
 ドリンク 2ndショー  FR333   1名 310ユーロ、2名以上 220ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
 5歳以下参加不可
催行日 毎日　（7/14、12/24・25・31、1/1、2/14、ムーラン・ルージュが

貸切や閉店の場合を除く）
出　発 18:30、20:00、22:30　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約5時間、約3時間30分、約3時間
解　散 パリ市内ご宿泊ホテル

パリ発
専用車送迎付　ムーラン・ルージュ　ディナーショー＆ドリンクショー

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

ナイトショーの王道・本場のフレンチカンカン
モンマルトルの丘の麓に佇む赤い風車が印象的なムーラン・ルージュ。
画家ロートレックが、踊り子たちをモデルに数々のポスターを描いたこ
とでも知られています。1889年から続く歴史あるキャバレーで、歌やダ
ンス、大道芸、躍動感溢れるフレンチ・カンカンなど、最高のナイト 
ショーをお楽しみください。
※日本語を話す係員は含まれていません。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせくだ
さい。ホテルによってはホテル送迎サービスを手配できない場合があります。※ジーン
ズ、スニーカー、ショートパンツ、サンダル等のカジュアルな服装はご遠慮ください。
※テーブルは他のお客様と相席になる場合があります。※ムーラン・ルージュでの撮影
は禁止されています。※ムーラン・ルージュへの大きな荷物の持ち込みは禁止されてい
ます。※ムーラン・ルージュが貸切等で利用できない場合、催行を中止します。

ⒸMoulin Rouge

ⒸMoulin Rouge

料　金 ディナー エトワール・メニュー  FR360   1名 320ユーロ、2名以上 250ユーロ
 ディナー シャンゼリゼ・メニュー  FR340   1名 330ユーロ、2名以上 270ユーロ
 ディナー トリオンフ・メニュー  FR370   1名 440ユーロ、2名以上 385ユーロ
 ディナー VIPルーム  FR425   2名 495ユーロ、3名 390ユーロ、

4名 340ユーロ、5名 310ユーロ、6名 290ユーロ
 ドリンク 1stショー  FR424   1名 245ユーロ、2名以上 185ユーロ
 ドリンク 2ndショー  FR390   1名 270ユーロ、2名以上 195ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
 5歳以下参加不可
催行日 毎日　（7/14、12/24・25・31、2/14、リドが貸切や閉店の場合を除く）
出　発 18:30、20:00、22:30　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約5時間、約3時間30分、約3時間
解　散 パリ市内ご宿泊ホテル

パリ発
専用車送迎付 リド ディナーショー＆ドリンクショー

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

パリを代表する華麗なるナイトショー
世界的に有名なキャバレー「リド」。大規模な仕掛けを駆使した演出は見
るものを圧倒します。何十人ものダンサー達が繰り広げる優雅なショー
をお楽しみください。

VIPルーム貸切プラン
2～6名様限定のVIPルーム利用の特別なプランです。1つしかないゴー
ジャスなVIPルームで特別なひと時を！

※日本語を話す係員は含まれていません。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによってはホテル送迎サービスを

※日本語を話す係員は含まれていません。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによってはホテル送迎サービスを手配できない場合があります。※ジーンズ、スニーカー、
ショートパンツ、サンダル等のカジュアルな服装はご遠慮ください。※クレイジーホースでの撮影は禁止されています。※クレイジーホースが貸切等で利用できない場合、催行を中止します。

Lido Paris Merveilles ⒸJPANIE

パリ発
専用車送迎付　クレイジーホース・ショー

料　金 クレイジー・シャンパーニュ  FR341   1名 255ユーロ、2名以上 195ユーロ
 クレイジー・プレミアム  FR366   1名 305ユーロ、2名以上 245ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
 5歳以下参加不可
催行日 毎日　（7/14、12/24・25・31、2/14、クレイジーホースが貸切や閉店の場合を除く）
出　発  ［日～金］19:30、 22:00　［土］18:15、20:45、23:00　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間
解　散 パリ市内ご宿泊ホテル

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

スケジュール（目安）

スケジュール（目安）

スケジュール（目安）

【19:30発の例】
19:30 専用車で出発
20:00 クレイジーホース着
20:15 ショー開始
21:45 ショー終了後、専用車でホテルへ
22:15 ホテル着

【ディナーショー】
18:30 専用車で出発
19:00 リド着後、夕食
21:00 ショー開始
22:45 ショー終了後、専用車でホテルへ
23:30 ホテル着

【1stドリンクショー】
20:00 専用車で出発
20:30 リド着
21:00 ショー開始
22:45 ショー終了後、専用車でホテルへ
23:30 ホテル着

【2ndドリンクショー】
22:30 専用車で出発
23:00 リド着
23:00 ショー開始
24:45 ショー終了後、専用車でホテルへ
25:30 ホテル着

【ディナーショー】
18:30 専用車で出発
19:00 ムーラン・ルージュ着後、夕食
21:00 ショー開始
22:45 ショー終了後、専用車でホテルへ
23:30 ホテル着

【1stドリンクショー】
20:00 専用車で出発
20:30 ムーラン・ルージュ着
21:00 ショー開始
22:45 ショー終了後、専用車でホテルへ
23:30 ホテル着

【2ndドリンクショー】
22:30 専用車で出発
23:00 ムーラン・ルージュ着
23:00 ショー開始
24:45 ショー終了後、専用車でホテルへ
01:30 ホテル着

美しい光に彩られたダンサーが魅せる眩惑的なショー
高級ブランド、ホテルが立ち並ぶジョルジュ・サンク通りに位置するナイトキャバレー「クレイジーホース」。
光の演出と官能的なダンサーたちによる美しさと優雅さを兼ね備えたショーで有名です。客席とダンサーとの距離
が近いコンパクトな会場で、シャンパンを飲みながら臨場感あふれる一流の芸術ショーをご堪能ください。

ⒸAntoine Poupel

手配できない場合があります。※ジーンズ、スニーカー、ショートパンツ、サンダル等のカジュアルな服装はご遠慮ください。※リドでの撮影は禁止されています。カメラ、ビデオ等は持ち込みが
できません（クロークに預けることは可能）。※テーブルは他のお客様と相席になる場合があります（VIPルームプランを除く）。※リドが貸切等で利用できない場合、催行を中止します。
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2018.04

2019.03

人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

フランス滞在の最終日にもう1か所、パリ郊外へ。観光後はそのままシャルル・ド・ゴール空港に行きますので荷物の煩わ
しさもなく便利。パリ最終日にもってこいの専用車観光＋送迎です。日本語ドライバープランは空港でのチェックインや免
税手続き等のサポートをしますので、さらに便利で安心です。

パリ発
パリ最終日はこれ！専用車で行く サクッと郊外観光　～シャルル・ド・ゴール空港送迎付

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

【16:00発のフライトの場合】
10:00 パリ市内ご宿泊ホテル出発
11:00 シャンティイ着
 (自由散策約2時間)
13:00 出発
13:30 シャルル・ド・ゴール空港着

※お申し込み時にシャルル・ド・ゴール空港着の便名とフライト到着時間、パリ市内ご宿泊ホテルをお知らせください。空港到着時間が8:30から15:00のフライト限定となります。※利用予定航空機が当初の到着予定時刻より1.5時間を超える場合
は、送迎はキャンセル扱いとなります。ただし、事前に現地連絡先へのご連絡をしていただき、延長料金をお支払いいただける場合は、送迎を承ります。※日本語を話す係員は含まれていません。ドライバーは英語対応です。※ドライバーによる
ホテルチェックイン、荷物運搬サポートは含まれていません。※スーツケースが1名につき2つ以上ある場合には、事前にその旨を必ずお知らせください。車のサイズを変更、追加料金が発生する場合があります。※教会が突然クローズする場
合、また宗教行事や各種イベントにより大規模な交通規制が行われる場合は、催行を中止または空港からホテルへの単純送迎となります。※ル・ランシーのノートルダム教会は大切な祈りの場であって観光施設ではありません。訪問される際に
は写真撮影をはじめ、教会でのモラルとマナーをお守りいただきますようご配慮をお願いします。ミサが催されている場合、写真撮影はお控えください。※教会では半ズボンやノースリーブ等露出の多い服装はご遠慮ください。

パリ発
専用車で行く ステンドグラスが美しい ル・ランシーの教会　～シャルル・ド・ゴール空港到着便送迎付

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

【12:00着のフライトの場合】
12:00 到着ゲートにて、お客様の名前が書かれた

[みゅう]ボードを掲げてお待ちしています。
13:30 ル・ランシーのノートルダム教会着後、自由見学
14:00 出発
15:00 パリ市内ホテル着

料　金 1名 225ユーロ、2名 113ユーロ、3名 85ユーロ、4名 64ユーロ、
　　　 5名   51ユーロ、6名以上 45ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 月～土（7/14、12/24・25・31、1/1を除く）
出　発 シャルル・ド・ゴール空港到着予定時間が8:30～15:00のフライト限定
所要時間 約3時間
解　散 パリ市内ご宿泊ホテル

フランス到着初日に観光してからパリ市内へ。ル・ランシーの「ノートルダム教会」は、コンクリート造りの外観からは想像もつかない圧巻のステンドグラスで内部が
彩られ、その美しさは必見です。パリ市内からは離れており個人では行きにくい場所にありますので、送迎途中に観光できれば時間を有効に使えます。

FR447

1名催行

パリの北約55kmに位置するシャンティイ城。様々な時代様式が混在しつつも調和のとれた美しいお城です。城内は充実
の絵画ギャラリー、庭はベルサイユ宮殿の庭園を造ったル・ノートルによるフランス式庭園と見ごたえ十分。凱旋門賞で知
られるシャンティイ競馬場はお城のすぐ隣です。

催行日    ［4/1～10/31］毎日　［11/1～3/31］月・水～日   （1/1～31を除く、日本語ドライバー は5/1も除く）
出　発 フライト出発予定時刻の6時間前（フライト出発予定時間が20:30以降の方は14:00）　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間30分
解　散 シャルル・ド・ゴール空港

料　金 ［英語ドライバー］　 FR445  1名 400ユーロ、2名 200ユーロ、3名 150ユーロ、4名 115ユーロ、5名 90ユーロ、6名以上 75ユーロ
 ［日本語ドライバー］FR415  1名 540ユーロ、2名 270ユーロ、3名 180ユーロ、4名 135ユーロ、5名 108ユーロ、6名 90ユーロ

※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。

 シャンティイ城半日観光　～ シャルル・ド・ゴール空港送迎付

【16:00発のフライトの場合】
10:00 パリ市内ご宿泊ホテル出発
10:45 オーヴェル・シュル・オワーズ

着(自由散策約2時間）
12:45 出発
13:30 シャルル・ド・ゴール空港着

パリの北約35kmに位置するオーヴェル・シュル・オワーズ。オランダ人画家ファン・ゴッホが最後の日々を過ごした地と
して知られ、絵画のモデルとなったゆかりの地や弟テオと並んで眠る墓地などを訪れることができます。

催行日    毎日　（日本語ドライバーは5/1、1/1を除く）
出　発 フライト出発予定時刻の6時間前（フライト出発予定時間が20:30以降の方は14:00）　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間30分
解　散 シャルル・ド・ゴール空港

料　金 ［英語ドライバー］　 FR443  1名 400ユーロ、2名 200ユーロ、3名 150ユーロ、4名 115ユーロ、5名 90ユーロ、6名以上 75ユーロ
 ［日本語ドライバー］FR416  1名 540ユーロ、2名 270ユーロ、3名 180ユーロ、4名 135ユーロ、5名 108ユーロ、6名 90ユーロ

※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。

 ゴッホ終焉の地 オーヴェル・シュル・オワーズ半日観光　～ シャルル・ド・ゴール空港送迎付

【19:00発のフライトの場合】
10:00 パリ市内ご宿泊ホテル出発
10:45 オーヴェル・シュル・オワーズ

着(自由散策約2時間）
12:45 出発
13:45 シャンティイ着
 (自由散策約2時間)
16:00 出発
16:30 シャルル・ド・ゴール空港着

ファン・ゴッホゆかりの地とフランスらしいお城でフランス観光の締めくくりを。

催行日    ［4/1～10/31］毎日　［11/1～3/31］月・水～日   （1/1～31を除く、 日本語ドライバー は5/1も除く）
出　発 フライト出発予定時刻の9時間前（フライト出発予定時間が17:45以降の方は11:15）　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約6時間30分
解　散 シャルル・ド・ゴール空港

料　金 ［英語ドライバー］　 FR444  1名 590ユーロ、2名 295ユーロ、3名 220ユーロ、4名 165ユーロ、5名 130ユーロ、6名以上 110ユーロ
 ［日本語ドライバー］FR417  1名 760ユーロ、2名 380ユーロ、3名 253ユーロ、4名 190ユーロ、5名 152ユーロ、6名 127ユーロ

※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。

オーヴェル・シュル・オワーズとシャンティイ城1日観光　～シャルル・ド・ゴール空港送迎付

【17:30発のフライトの場合】
13:00 パリ市内ご宿泊ホテル出発
14:00 ル・ランシーのノートルダム

教会着後、自由見学
14:30 出発
15:00 シャルル・ド・ゴール空港着

パリから北東約20kmにある閑静な住宅街ル・ランシー。この小さな街に建つ「ノートルダム教会」は、コンクリート造りの外観からは想像もつかない圧巻のス
テンドグラスで内部が彩られています。色とりどりに光が踊る宝石箱のような美しさは必見です。

料　金 ［英語ドライバー］FR446 1名 225ユーロ、2名 113ユーロ、3名 85ユーロ、
　　　　　　　　　　　　    4名   64ユーロ、5名   51ユーロ、6名以上 45ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 月～土（7/14、12/24・25・31、1/1を除く）
出　発 フライト出発予定時刻の4時間30分前（フライト出発予定時刻が19:30以降の方は15:00）
 パリ市内ご宿泊ホテル
 ※フライト出発時刻が12:30以降の便限定（ホテル出発は最も早くて8:00）
所要時間 約2時間
解　散 シャルル・ド・ゴール空港

《共通》※お申し込み時にシャルル・ド・ゴール空港発の便名とフライト出発時間をお知らせください。※スーツケースが1名につき2つ以上ある場合には、事前にその旨を必ずお知らせください。車のサイズを変更、追加料金
が発生する場合があります。※天候・交通事情により、訪問先の時間帯やルートが変更する場合があります。また、訪問先の諸事情により見学ができない場合があります。※シャルル・ド・ゴール空港終了ではなく、パリ市
内に戻ってくることも可能です。その場合も同料金にて承ります。《英語ドライバー》※日本語を話す係員は含まれていません。ドライバーによるチェックイン等のお手伝いは含まれていません。《日本語ドライバー》※日本語ドラ
イバーが空港でのチェックイン、免税手続き等をお手伝いします。※ドライバーは日本語を話しますがガイディングは行いません。観光地ではお客様自身での散策となります。《シャンティイ城》※シャンティイ城の開館時間は
4～10月は10時～18時、11～3月は10時30分～17時です。※シャンティイ城の入場料は含まれていません（大人1名17ユーロ、2017年11月現在)。《ル・ランシー》※教会が突然クローズする場合、また宗教行事や各種イベン
トにより大規模な交通規制が行われる場合、ツアーは不催行、またはホテルから空港への単純送迎となります。※ル・ランシーのノートルダム教会は大切な祈りの場であって観光施設ではありません。訪問される際には写真
撮影をはじめ、教会でのモラルとマナーをお守りいただきますようご配慮をお願いします。ミサが催されている場合、写真撮影はお控えください。※教会では半ズボンやノースリーブ等露出の多い服装はご遠慮ください。

ステンドグラスが美しい ル・ランシーの教会　～シャルル・ド・ゴール空港送迎付
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2018.04

2019.03

人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

料　金 1名 780ユーロ、2名 400ユーロ、3名 280ユーロ、
 4名 220ユーロ、5名 180ユーロ、6名以上 155ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 火～土　(5/1・8・10、7/14、8/15、11/1、12/25～1/1を除く)
出　発 9:30　パリ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間30分
解　散 パリ市内ご宿泊ホテルまたは市内ご希望の場所

パリ発
日本語ガイドと専用車で行く ル・コルビュジエ建築 ～サヴォワ邸とラロッシュ邸 午前観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

スケジュール（目安）

09:30 出発
10:00 ラロッシュ邸（入場）
10:30 出発
11:00 サヴォワ邸（入場）
12:00 出発
13:00 パリ着祝！世界遺産登録「近代建築の父」ル・コルビュジエ

2016年には東京・上野の「国立西洋美術館」が世界遺産登録さ
れたル・コルビュジエ建築。建築に興味がある方から初心者の方
まで、建築スペシャリストの日本語ガイドがル・コルビュジエの世
界へとご案内します。公共交通機関では行きにくい場所にある建築
物ですが、お客様専用の車なら短期旅行でも時間を節約して効率
よく観光ができます。パリの高級住宅街16区にある初期の作品「ラ
ロッシュ・ジャンヌレ邸」。一つの建築に見える2つの邸宅は、現在
「ラロッシュ邸」が公開されており、「ジャンヌレ邸」はル・コルビュ
ジエ財団のオフィスとして使われています。パリ郊外ポワシーにある
「サヴォワ邸」は近代建築の最高傑作といわれる作品で、フランス
の歴史的建造物にも指定されています。

FR372

※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテ
ルによっては送迎サービスを手配できない場合がありま
す。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を
除く）5日前からは100%を申し受けます。

ミュルーズ、バーゼル（スイス）発
専用車往復送迎 ル・コルビュジエ建築 ～ロンシャン礼拝堂

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

料　金 1名 390ユーロ、2名 195ユーロ、3名 130ユーロ、
 4名   98ユーロ、5名   83ユーロ、6名   69ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日（5/1、7/14、12/24・25・31、1/1を除く）
出　発  ［4/2～9/30］   8:00～16:00のお好きな時間
  ［4/1、10/1～3/31］ 9:00～14:00のお好きな時間
 ミュルーズ市内ご宿泊ホテル、または
 ミュルーズ駅前メルキュール・ミュルーズ・サントルホテル前
所要時間 約3時間30分
解　散 ミュルーズ市内ご宿泊ホテルまたはミュルーズ駅前

フランス　ミュルーズ発 FR430

ミュルーズ市内ご宿泊ホテルまたは、他都市から列車でも来られるように
駅前のメルキュール・ミュルーズ・サントルホテル前発着です。TGV利用
でパリからの日帰り観光も可能です。パリからTGVでミュルーズ着、ロン
シャン礼拝堂を観光した後、電車でストラスブールへ移動して宿泊（もし
くはその逆）という日程でも、荷物は専用車に入れておけますので利便性
抜群です。ミュルーズ市内からロンシャン礼拝堂は片道約1時間です。

ル・コルビュジエの後期の傑作で
「ロンシャン礼拝堂」の名で親しま
れている「ノートルダム・デュ・
オー礼拝堂」は、フランス東部、
スイス国境に近い丘の上に建って
います。2016年、東京の国立西
洋美術館と共に「ル・コルビュジエ
の建築作品」として世界遺産に登
録されました。公共交通で行くの
は非常に不便な場所にありますの
で専用車送迎がおすすめです。

料　金 1台（1～4名） 448ユーロ
 1台（1～6名） 477ユーロ
 ※車1台あたりの料金です。
催行日 毎日（5/1、7/14、12/24・25・31、1/1を除く）
出　発  ［4/2～9/30］   8:00～15:00のお好きな時間
  ［4/1、10/1～3/31］ 9:00～13:00のお好きな時間
 バーゼル市内ご宿泊ホテル、または
 バーゼルSBB駅側ヴィクトリアホテル前
所要時間 約4時間30分
解　散 バーゼル市内ご宿泊ホテルまたはバーゼル駅前

スイス　バーゼル発 CH335

ル・コルビュジエの傑作、ロンシャン礼拝堂への往復
送迎サービスです。アクセス不便な場所に建っている
ので、専用車での送迎が便利で確実。バーゼル市内
ご宿泊ホテルまたは、他都市から列車でも来られるよ
うに駅前のヴィクトリアホテル前発着です。バーゼル
市内からロンシャン礼拝堂は片道約1時間30分です。

©G.Vieille, la chapelle Notre-Dame du Haut, 
Ronchamp, 1955©Adagp, 2016, Paris.

※係員は含まれていません。ドライバーは英語対応となります。※ロンシャン礼拝堂の入場料は含まれていません（1名8ユーロ：2017年11月時点）。※現地事情
により、日程が変更または帰着時刻が遅れる場合があります。※電車で到着後に参加される場合で、電車の遅延等が発生した場合は、遅延の時間分サービス時
間を短縮するか、終了予定時間を超過する場合は追加料金の対象となります。予めご了承ください。※バーゼル発の場合はパスポートをご持参ください。※送迎
対象のホテルは、それぞれミュルーズ市内、バーゼル市内です。※変更取消料として参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100％を申し受けます。

料　金 1名 960ユーロ、2名 480ユーロ、3名 320ユーロ、
 4名 240ユーロ、5名 192ユーロ、6名以上 160ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 月・水～日　(7/14、12/24・31を除く)
出　発 9:00　リヨン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間
解　散 リヨン市内ご宿泊ホテル

リヨン発
専用車で行く  絶景！天空のサンミッシェル ル・ピュイと世界遺産ル・コルビュジエ建築作品群 1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

スケジュール（目安）

09:00 出発
11:00 ル・ピュイ・アン・ヴレ着後、自由散策
 ※コルネイユ岩山教会およびサン・ 

ミッシェル・デギュイユ礼拝堂（4～
11月中旬、クリスマス期間、2～3月
オープン）、ノートルダム大聖堂（毎
日オープン）

14:00 フィルミニへ出発
15:00 フィルミニ着後、世界遺産ル・コル

ビュジエ建築作品群を自由見学
 ※入場料は含まれていません。当日

お支払いください。
16:00 リヨンへ出発
17:00 リヨン着

2つの世界遺産　奇岩のパワースポットとル・コルビュジエ建築
赤い屋根が連なる街中に2つの黒い岩がそびえ、さらにその岩山
の上に建物が建っている不思議な光景、ル・ピュイ・アン・ヴレ。
「フランスのサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路」として世
界遺産に登録されています。西洋の驚異モン・サン・ミッシェル、
奇跡の泉で知られるルルドなどと並ぶパワースポットとしても人気
です。フィルミニにある「ル・コルビュジエの建築作品群」は、サ
ン・ピエール教会、文化会館、ユニテ・ダビタシオン、競技場/
プールから成り、2016年に世界遺産に登録されました。どちらも公
共交通で行くには不便な場所ですが、専用車なら1日で訪れること
ができます。

FR463

※係員は含まれていません。ドライバーは英語対応です。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。※フィルミニ建築群の入場料は含ま
れていません。当日お支払いください。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100％を申し受けます。

Ⓒ OT SaintEtienne
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2017.04

2018.03

2018.04

2019.03

人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

料　金 1名 830ユーロ、2名 415ユーロ、3名 280ユーロ、
 4名 210ユーロ、5名 170ユーロ、6名以上 140ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(5/1、7/14、12/24・25・31、1/1を除く)
出　発 9:00　リヨン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間
解　散 リヨン市内ご宿泊ホテル

料　金 2名 800ユーロ、3名 700ユーロ、4名 600ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 月～金（5/1、12/24・25・31、1/1を除く）
出　発 8:35頃　パリ・オルリー空港発予定
所要時間 約11時間
解　散 パリ・オルリー空港

リヨン発

パリ発

専用車で行く  絶景！天空のサンミッシェル ル・ピュイ 1日観光

パリから日帰りで行く  世界遺産コンクと山あいの村を訪ねる1日観光

［運行会社］MIKI TRAVEL

［運行会社］MIKI TRAVEL

プライベート

プライベート

1名催行

2名催行

スケジュール（目安）

09:00 出発
11:00 ル・ピュイ・アン・ヴレ着後、自由散策

（約4時間、各自昼食時間を含む）
 ノートルダム大聖堂（毎日オープン）、

コルネイユ岩山教会およびサン・ミッ
シェル・デギュイユ礼拝堂（4～11月
中旬、クリスマス期間、2～3月オープ
ン）等

15:00 リヨンへ出発
17:00 リヨン着

スケジュール（目安）

08:35頃 パリ・オルリー空港からロデーズ空港へ
09:50 ロデーズ空港到着ゲートにてドライバー

がお待ちしています。
 専用車にて出発
 途中「水の村」サル・ラ・スルスに

て写真ストップ
10:30 「美女と野獣」の舞台にもなった「フランス

の最も美しい村」のひとつコンク観光
13:00 ナイフの高級ブランドで有名なラギオール村着
 オクシタニー地方の名物料理アリゴを含む昼食
 その後、オーブラック牛で有名なオーブ

ラック高原、紀元前大河の侵食によって
形成されたとされる「ボズールの穴」で
有名なボズールの街にて写真ストップ

16:30 ロデーズ市内観光
17:30 ロデーズ空港着、ドライバーの業務終了
 各自でチェックイン、搭乗
 ロデーズ空港からパリ・オルリー空港へ

陸のモン・サン・ミッシェル
ル・ピュイ・アン・ヴレに近づくと、赤い屋根が連なる街並みから突
如黒い岩が突き出ているのが目に入ります。よく見るとその岩山の上
に建物が建っているのが見え、さらに不思議な気分にさせられます。
世界遺産「フランスのサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路」
の途中にある神聖な歴史ある街には、今日でも巡礼のシンボルであ
るホタテ貝の貝殻を下げて歩く巡礼者たちが訪れます。街の中心の
小高い丘に建つノートルダム大聖堂は黒いマリア像でも有名です。 
2つの岩山のひとつコルネイユ岩山の頂上には、町を見下ろす真っ
赤なマリア像。もうひとつのエギュイユ岩の頂上にはサン・ミッシェ
ル礼拝堂。まさに陸のモン・サン・ミッシェルです。ノルマンディー
地方のモン・サン・ミッシェル、奇跡の泉で知られるルルドと同じ
く、ル・ピュイ・アン・ヴレもパワースポットとしても人気です。

パリから飛行機で日帰り旅行　フランスの田舎を満喫！
映画『美女と野獣』のモデルとなったコンク。「フランスの最も美しい村」のひとつで、サ
ンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼路の要所として世界遺産にも登録されています。他
にも「水の村」サル・ラ・スルス、高級ナイフで知られるラギオール、馬蹄型の巨大な穴
「ボズールの穴」、大聖堂で有名なロデーズを1日で巡ります。オクシタニー地方の名物
料理、独特の食感とチーズの濃厚な味わいが魅力の「アリゴ」もご賞味いただけます。

FR431

FR466

※係員は含まれていません。ドライバーは英語対応です。
※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）
5日前からは100%を申し受けます。

※係員は含まれていません。ドライバーは英語対応です。ロデーズ空港出発から到着までとなります。※利用予定航
空会社 : Eastern Airways。※フライトスケジュールは季節や航空会社の都合により変更になる場合があり、ツアー行
程が変更になる可能性があります。航空会社のサービス提供の中止、遅延、スケジュール変更等によって生じる日程
の変更、滞在時間の短縮については、弊社では責任を負いかねます。※ご予約時にパスポート記載のお名前（アル
ファベット）をお知らせください。12歳以下は生年月日が必要です。※飛行機の事前席指定はできません。同行の方
とお席が離れる場合があります。※別途 ｢空港諸税｣ 及び ｢燃油サーチャージ｣ のご請求をさせていただきます。※
お客様の事情による飛行機への乗り遅れは弊社では責任を負いかねます。その場合の返金はいたしかねます。※現
地の事情により、日程が変更あるいは帰着時刻が遅れる場合があります。※パスポートをご持参ください。※旅行保
険への加入をおすすめします。※オルリー空港送迎は含まれていません。ご希望の方は別途追加料金で承ります。
※変更取消料として、予約と同時に50％、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100％を申し受けます。

Ⓒ office de tourisme de Puy-en-Velay

Ⓒ office de tourisme de Puy-en-Velay

料　金 1名 800ユーロ、2名 400ユーロ、3名 267ユーロ、
 4名 200ユーロ、5名 160ユーロ、6名以上 133ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(5/1、7/14、12/24・25・31、1/1を除く)
出　発 9:30　リヨン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約7時間30分
解　散 リヨン市内ご宿泊ホテル

リヨン発
専用車で行く  最高級食材「ブレス鶏」の町と中世の村ぺルージュ 1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

スケジュール（目安）

09:30 出発
10:30 中世の村ペルージュ着後、自由散策

（約1時間）
12:30 ブレス鶏で有名な町ブール・ガン・

ブレス着後、自由散策と各自昼食 
（約2時間30分)

 ※ ご希望の方にはブレス鶏を提供す
るレストランの座席予約を承ります。

 ※ 掲載画像はイメージです。昼食代
は含まれていません。

15:00 リヨンへ出発
16:00 途中、33メートルの高さを誇り、フラ

ンスで最も大きい聖母子像ミリベルの
聖母子像にて写真ストップ（約15分）

17:00 リヨン着

「フランスの最も美しい村」のひとつペルージュ
映画のロケ地にも使われることが多いペルージュ。「中世の村」にそ
のまま入り込んでしまったような雰囲気です。

シェフや美食家を虜にする「ブレス鶏」
ブレス鶏で有名なブール・ガン・ブレス。鶏の飼育に最も適した
地質を持つこの地域で飼育されてきたブレス鶏は、1957年にフラ
ンスの公的な食品品質保証制度の一つであるAOCに登録されまし
た。また、ブルー王立修道院の教会も必見！ フランスのテレビ番
組で「フランス人の最も行きたい建造物」の堂々1位を獲得しました。

FR377

※係員は含まれていません。ドライバーは英語対応です。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。※ご希望の場合はブール・ガン・ブ
レスのレストラン座席予約を手数料無料で承ります（昼食代は別料金、現地払い）。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

Ⓒ Bourg en Bresse

Ⓒ studio Herwey Ville Bourg en Bresse LT
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フランス

フランス

イタリア
マルタ

スペイン
ポルトガル

ドイツ
中欧

スイス

オランダ
ベルギー

イギリス
アイルランド

北欧
バルト三国
アイスランド

ロシア

クロアチア
スロベニア
トルコ

2018.04

2019.03

人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

FRANCE

専用車で行く  モワサックとオーヴィラール半日観光 
～世界遺産サンティアゴ巡礼路の美しい村を訪ねて

トゥールーズ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※モワサックのサンピエール修道院の回廊の入場料は日本語ガイド付プランにのみ含まれます。 
※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。※変更取消料として、参加日の（土日祝、
年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

料　金  ［英語ドライバー］ FR468
 1名 450ユーロ、2名 225ユーロ、3名 170ユーロ、
 4名 130ユーロ、5名 110ユーロ、6名以上 90ユーロ
  [日本語ガイド付］ FR432  
 1名 760ユーロ、2名 380ユーロ、3名 280ユーロ、
 4名 210ユーロ、5名 170ユーロ、6名以上 140ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(5/1、7/14、11/1、12/24・25・31、1/1、11～3月の午前を除く)
出　発 8:30、13:30　トゥールーズ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約5時間
解　散 トゥールーズ市内ご宿泊ホテル

サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路
フランスでも有数のロマネスク芸術の宝庫モワ 
サックを自由散策（約1時間30分）▶モワサック
回廊（入場）▶最も美しい村に選ばれているオー
ヴィラール村で自由散策（約1時間）。村からは
ガロンヌ川を見下ろす美しい眺望も楽しめます。

プライベート

専用車で行く 
アルビとコルド・シュル・シエル1日観光

トゥールーズ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※サントセシル大聖堂の入場料は日本語ガイド付プランにのみ含まれます。※日曜日はサントセシル
大聖堂でミサがあるため行程が入れ替わります。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせくださ
い。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

料　金  ［英語ドライバー］ FR385
  1名 670ユーロ、2名 335ユーロ、3名 223ユーロ、
 4名 168ユーロ、5名 134ユーロ、6名以上 112ユーロ
  [日本語ガイド付］ FR386  
  1名 990ユーロ、2名 495ユーロ、3名 330ユーロ、
 4名 248ユーロ、5名 198ユーロ、6名以上 165ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(5/1、7/14、12/24・25・31、1/1を除く)
出　発 9:00　トゥールーズ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間
解　散 トゥールーズ市内ご宿泊ホテル

司教都市と天空の村
世界遺産アルビのサントセシル大聖堂（入場、内
陣・宝物室含む）、ロートレック美術館（入場料は含
まれていません。10月～3月の火曜は休館）。各自
昼食（約3時間）▶天空の村コルド・シュル・シエ
ル散策（約2時間）　※日曜日は行程が逆になります。

プライベート

専用車で行く  コルド・シュル・シエルと
世界遺産コンク1日観光

トゥールーズ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※日本語ドライバーはガイディングは行いません。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせく
ださい。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受
けます。

料　金  ［英語ドライバー］ FR464
  1名 720ユーロ、2名 360ユーロ、3名 280ユーロ、
 4名 210ユーロ、5名 170ユーロ、6名以上 140ユーロ
  [日本語ドライバー］ FR433
  1名 900ユーロ、2名 450ユーロ、3名 300ユーロ、
 4名 225ユーロ、5名 180ユーロ、6名 150ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(5/1、7/14、12/24・25・31、1/1を除く)
出　発 8:00、9:00　トゥールーズ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約10時間30分
解　散 トゥールーズ市内ご宿泊ホテル

車でしか訪れることができない美しき村
コルド・シュル・シエルを散策（約1時間30分）
▶「フランスの最も美しい村」に選ばれているコ
ンクを散策、各自昼食（約2時間30分）　
※8時発ツアーはコンクにて各自昼食、9時発ツ
アーはコルド・シュル・シエルにて各自昼食。

プライベート

専用車で行く  フランス人が好きな村
サン・シル・ラポピーと世界遺産ロカマドゥール1日観光

トゥールーズ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※日本語ドライバーはガイディングは行いません。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせく
ださい。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受
けます。

料　金  ［英語ドライバー］ FR467
 1名 720ユーロ、2名 360ユーロ、3名 280ユーロ、
 4名 210ユーロ、5名 170ユーロ、6名以上 140ユーロ
  [日本語ドライバー］ FR434
  1名 900ユーロ、2名 450ユーロ、3名 300ユーロ、
 4名 225ユーロ、5名 180ユーロ、6名150ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(5/1、7/14、12/24・25・31、1/1を除く)
出　発 8:00、9:00　トゥールーズ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約10時間
解　散 トゥールーズ市内ご宿泊ホテル

崖の上にそびえる2つの村
「フランス人が最も好きな村」に選ばれ、JATA
（日本旅行業協会）による「ヨーロッパの美しい
村30選」にも選出されたサン・シル・ラポピー
を散策（約1時間）▶世界遺産の村ロカマドゥー
ルを散策、各自昼食（約3時間）

プライベート

料　金 1名 800ユーロ、2名 400ユーロ、3名 320ユーロ、
 4名 240ユーロ、5名 190ユーロ、6名以上 160ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(5/1、7/14・22～24、12/24・25・31、1/1を除く)
出　発 9:00　トゥールーズまたはモンペリエ市内ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間
解　散 トゥールーズまたはモンペリエ市内ご宿泊ホテル

トゥールーズ発、モンペリエ発
専用車で行く  絶景！ 高さ世界一のミヨー橋とカルカソンヌ1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

スケジュール（目安）

【トゥールーズ発】
09:00  トゥールーズ発
10:30 カルカソンヌにて自由散策（約3時間）
 各自昼食
13:30 カルカソンヌ発
15:30 ミヨー橋見学（約30分）
16:00  出発
18:00  モンペリエ着またはトゥールーズ着

【モンペリエ発】
09:00 モンペリエ発
10:30  ミヨー橋見学（約30分）
11:00 出発
13:00  カルカソンヌにて自由散策（約3時間）
 各自昼食
16:00  カルカソンヌ発
17:30  トゥールーズ着
 または18:00 モンペリエ着

高さ世界一のミヨー橋と城塞都市カルカソンヌ
「天国に一番近い橋」と表現されるミヨー橋は、エッフェル塔よりも東京タワー
よりも高い343mの、世界で一番高く美しい橋。ミヨー橋の美しさが際立つ写
真スポットにもご案内します。カルカソンヌは中世の世界にタイムスリップした
ような城塞都市で、ユネスコの世界遺産にも登録されている人気都市です。

選べる発着地。移動しながら観光も楽しめます
トゥールーズ発着、モンペリエ発着の他に、モンペリエ発トゥー 
ルーズ着、トゥールーズ発モンペリエ着も同料金で手配可能です。

FR435

※係員は含まれていません。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。
※大きなお荷物は1人あたりスーツケース1つまでとさせていただきます。それ以上
の場合はお問い合わせください。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年
始を除く）5日前からは100%を申し受けます。
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2017.04

2018.03

2018.04

2019.03

人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

ボルドー・ルージュ　サンテミリオンとメドック街道
ボルドー発 ［運行会社］AEVA TOURSFR355

日本語ドライバーガイド 2名催行

料　金 大人 228ユーロ　子供（2～10歳）160ユーロ　
催行日 月・水・金・日
出　発 9:00　カンコンス広場
所要時間 約8時間
解　散 カンコンス広場

ボルドー・ブラン 牡蠣ランチ・白ワイン、ピラ砂丘とアルカッション
ボルドー発 ［運行会社］AEVA TOURS

※11/1以降は条件が変更される場合があります。※悪天候によりピラ砂丘見学ができない場合
は、アルカッション別荘街や海岸の車窓観光となります。※訪問するシャトーは事前にお知らせす
ることはできません。※シャトーの予約時間により、出発時間、コース順所が変更される場合があ
ります。※20歳未満のお客様はワインテイスティングをご遠慮いただきます。※変更取消料とし
て、参加日の（土日祝、年末年始を除く）4日前から50％、3日前からは100％を申し受けます。

FR356

日本語ドライバーガイド 2名催行

料　金 大人 228ユーロ　子供（2～10歳）160ユーロ　
催行日 火・木・土　(5/1、9/8、12/25、1/1を除く)
出　発 9:00　カンコンス広場
所要時間 約8時間
解　散 カンコンス広場

白ワインとシーフードのランチに舌鼓
出発▶10:00 ピラ砂丘（約50分）▶アルカッショ
ン散策（約45分）▶海沿いのレストランにて昼食
（約1時間30分）▶ペサック・レオニャンまたはグ
ラーヴ地区シャトー（見学＋ワイン試飲、約1時 ⒸAEVA TOURS

料　金 ［英語ドライバー］ FR469  1名    820ユーロ、 2名 410ユーロ、
 3名 290ユーロ、4名 220ユーロ、 5名    175ユーロ、 6名以上 145ユーロ
 ［日本語ドライバー］ FR426  1名 1,160ユーロ、 2名 580ユーロ、
 3名 387ユーロ、4名 290ユーロ、 5名    232ユーロ、 6名 193ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(5/1、7/14、12/24・25・31、1/1を除く)
出　発 ［4/1～10/31、2/1～3/31］7:00～13:00　［11/1～1/31］11:00、12:00
 ボルドー市内ご宿泊ホテルまたはボルドー・サン・ジャン駅構内マクドナルド前
所要時間 約8時間
解　散 ボルドー市内ご宿泊ホテルまたはボルドー駅前

ボルドー発
専用車で行く   絶景！マルケイサックの空中庭園 1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

パリから日帰り観光も可能
TGVと組み合わせれば、パリからの日帰り観
光も可能です（7:52頃パリ発、19:04頃ボ
ルドー発、2017年11月時点の時刻表）。

スケジュール（目安）

【11:00出発の例】
11:00 出発
14:00 マルケイサック庭園着後、自由散策
 ※マルケイサック庭園内には軽食レス

トラン1軒（3月末～11月上旬営業）と
サンドイッチ屋1軒（7～8月のみ営業）
があります。それ以外の期間にご参
加の場合は昼食のご持参をおすすめ
します。

16:00 マルケイサック発
19:00 ボルドー着

車でしか行けない世界の絶景へ
マルケイサック庭園はボルドーから車で約3時間のヌーヴェル・アキ
テーヌ地方にある空中庭園。フランス文化省が選出する「フランスの
名園」にも認定されています。一度見たら忘れらない姿と形はまさに
奇想庭園！ ドルドーニュ渓谷を見下ろす高台に造られていますので、
途中にあるパノラマスポットからは雄大な景色を眺められます。
《共通》※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによっては送迎サービスを手
配できない場合があります。※マルケイサック庭園の入場料は含まれていません。当日お支払い
ください(大人9ユーロ：2017年11月現在)。※列車遅延の場合、観光時間短縮、または超過料金
発生の可能性があります。《専用車のみ》※係員は含まれていません。ドライバーは英語対応です。
《日本語ドライバー》※ドライバーは日本語を話しますが観光地でのガイディングは行いません。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）12日前から50％、5日前からは100%を申し受けます。Les Jardins de Marqueyssac Ⓒ Laugery-Bordeaux

料　金 ［英語ドライバー］ FR451  1名 780ユーロ、 2名 500ユーロ、
 3名 410ユーロ、4名 370ユーロ、 5名 340ユーロ、 6名以上 320ユーロ
 ［日本語ドライバー］ FR452  1名 860ユーロ、 2名 550ユーロ、
 3名 450ユーロ、4名 400ユーロ、 5名 380ユーロ、 6名 360ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 月～土（5/1、7/14、12/24・25・31、1/1を除く）
出　発 10:00　ボルドー市内ご宿泊ホテルまたはボルドー・サン・ジャン駅構内マクドナルド前
所要時間 約8時間
解　散 ボルドー市内ご宿泊ホテルまたはボルドー駅前

ボルドー発
専用車で行く  世界遺産のワイン産地サンテミリオン1日観光～ワイン試飲付

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

パリから日帰り観光も可能
TGVと組み合わせれば、パリからの日帰り観
光も可能です。ボルドー駅発着の専用車な
ら時間の無駄もありません。

スケジュール（目安）

10:00 出発
11:00 サンテミリオンのワインカーブ見学、試飲
12:30 自由昼食時間
 ※ご希望の方にはレストラン「レ・ベ

ル・ペルドリ」または「ラ・テラス・
ルージュ」 の座席予約を無料で承りま
す。飲食代は当日お支払いください。

15:00 2軒目のワインカーブ見学と試飲
16:00 サンテミリオンの町散策
17:00 サンテミリオン発
18:00 ボルドー着

おすすめワイナリー2軒と世界遺産の町散策
中世の雰囲気を残すサンテミリオン。両側にワインセラーやカフェ
が並ぶ曲がりくねった石畳の道が続き、散策にはぴったりです。 
昼食はご自由にお取りいただきますが、ご希望の方にはミシュラン
１ツ星の「レ・ベル・ペルドリ」の座席予約を承ります。ぶどう畑
を見渡す位置にあるレストランで季節のお料理をどうぞ。おすすめ
のワイナリーには午前と午後に1軒ずつご案内、それぞれグランク
リュを含む試飲2杯付きです。
《共通》※お申し込み時にご宿泊ホテルまたは列車到着予定時刻をお知らせください。ホテルによっては送迎サービスを手配できない場合があります。列車遅延の場合は、遅延時間分の時間を短
縮するか、追加料金が発生します。予めご了承ください。※スーツケース持参の場合は追加料金が発生する場合があります。※昼食は含まれていません。ご希望の方には、ミシュラン1つ星レスト
ラン「レ・ベル・ペルドリ」（昼食目安料金ひとり80ユーロ、飲物別）、火･水は定休のため「ラ・テラス・ルージュ」（昼食目安料金ひとり40ユーロ、飲物別）の座席予約を無料で承ります。レスト
ラン予約を希望されない場合は、昼食時間にサンテミリオン市街へお送りします。※おすすめワイナリー（2軒）の見学・試飲は英語またはフランス語です。試飲はグランクリュクラッセ1杯+グラン
クリュ1杯となります。ワイナリーの選択はできません。《専用車のみ》※係員は含まれていません。ドライバーは英語対応です。《日本語ドライバー》※ドライバーは日本語を話しますが観光地での
ガイディングは行いません。ワイナリーでは簡単な通訳をいたします。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）12日前から50％、5日前からは100％を申し受けます。

Ⓒ Guillaume Le Baube

Ⓒ Guillaume Le Baube

※11/1以降は条件が変更される場合があります。※訪問するシャトーは事前にお知らせすること
はできません。※シャトーの予約時間により、出発時間、コース順所が変更される場合がありま
す。※20歳未満のお客様はワインテイスティングをご遠慮いただきます。※昼食は含まれていま
せん。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）4日前から50％、3日前からは
100％を申し受けます。

世界的に名だたる赤ワインの産地
出発▶サンテミリオン地区シャトー（見学＋ワイ
ン試飲、約1時間）▶11:00 サンテミリオン散策
（約1時間45分）▶14:00 メドック地区シャトー
（見学＋ワイン試飲、約1時間）▶シャトー・マル
ゴー、シャトー・ラトゥール（写真ストップ）▶17:00 ボルドー着 間）▶シャトー・オーブリオン（写真ストップ）▶17:00 ボルドー着
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2018.04

2019.03

人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

料　金 大人 162ユーロ　子供（2～10歳）113ユーロ　
催行日 月・水・金・日
出　発 9:00　時計台広場市庁舎前
所要時間 約8時間
解　散 時計台広場市庁舎前

アヴィニヨン発
ベストセラー・プロヴァンス　レ・ボー、アルル、ポン・デュ・ガール

［運行会社］AEVA TOURS

日本語ドライバーガイド 2名催行

スケジュール（目安）

09:00 出発
09:40 サンレミ・ド・プロヴァンス（30分）
 サン・ポール・ド・モーゾール病院

（写真ストップ）
11:00 レ・ボー・ド・プロヴァンス（約30分）
12:15 アルル（約2時間）
 ゴッホの跳ね橋（写真ストップ）
15:45 ポン・デュ・ガール（入場、約40分）
17:00 解散

世界遺産ポン・デュ・ガールとゴッホゆかりの地
石灰の奇岩に築かれた「フランスの美しい村」に指定されているレ
ボー・ド・プロヴァンスや、ゴッホゆかりの地アルルとサンレミ・
ド・プロヴァンス。必見は世界遺産の水道橋ポン・デュ・ガール。
プロヴァンスの見所を1日で巡ります。

個人旅行ではアクセスが難しいエリア
公共交通機関を乗り継いでの移動が不便な南仏エリア。ツアーな
ら点在する見どころを時間もお金も節約して巡ることができます。
日本語ドライバーなので言葉の心配もありません。

FR351

※11/1以降は条件が変更される場合があります。※日本語ドライバーガイドは車内
にてガイディングを行い、観光箇所はお客様のみでの自由散策となります。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）4日前からは50％、3日
前からは100％を申し受けます。

五感で味わうプロヴァンス
リュベロンの小村と農家レストラン

アヴィニヨン発 ［運行会社］AEVA TOURS

※11/1以降は条件が変更される場合があります。※日本語ドライバーガイドは車内にてガイディングを行い、観
光箇所はお客様のみでの自由散策となります。※訪れるワインセラー、レストランは事前にご案内することはで
きません。※冬季（期間未定）は農家レストランがクローズするため代替のレストランでの手配やツアーが不催
行となる場合があります。※20歳未満のお客様はワインテイスティングをご遠慮いただきます。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）4日前からは50％、3日前からは100％を申し受けます。

FR352

日本語ドライバーガイド 2名催行

料　金 大人 198ユーロ　子供（2～10歳）139ユーロ　
催行日 火・木・土
出　発 9:00　時計台広場市庁舎前
所要時間 約8時間
解　散 時計台広場市庁舎前

リュベロン地方の村巡りと農家レストランの昼食
出発▶9:50 リル・シュル・ラ・ソルグ(約40分)
▶フォンテーヌ・ド・ヴォークリューズ (約40分)
▶ゴルド、セナンク修道院（写真ストップ）▶
13:00 農家レストランで昼食（4コース、飲物付）
▶15:30 シャトー・ヌフ・デュ・パプでワイン試飲
（約40分）17:00 ボルドー着

リュベロン横断
ゴルド、ルシヨン、ルールマラン、エクス・アン・プロヴァンス

アヴィニヨン発 ［運行会社］AEVA TOURS

※11/1以降は条件が変更される場合があります。※お荷物がある場合、追加料金にて市内ホテ
ルにお迎えにあがることも可能です。※車載スペースの都合上、スーツケースなど大きな荷物は
1人あたり1個までとさせていただきます。お申し込み時にお知らせください。※変更取消料とし
て、参加日の（土日祝、年末年始を除く）4日前からは50％、3日前からは100％を申し受けます。

FR353

日本語ドライバーガイド 2名催行

料　金 大人 186ユーロ　子供（2～10歳）130ユーロ　
催行日  火・木・金・土
出　発 9:00　時計台広場市庁舎前
所要時間 約9時間
解　散 時計台広場市庁舎前　※エクス・アン・プロヴァンスでの離団も可能です。

出発▶ゴルド、セナンク修道院（写真ストップ）
▶10:50 ルシヨン(約30分)▶ボニュー（写真ス
トップ）▶12:20 ルールマラン（約1時間30分）
▶15:00 エクス・アン・プロヴァンス(約1時間)▶
18:00 アヴィニヨン着

プロヴァンスランドスケープ
マルセイユ、カシ、セザンヌ街道

エクス・アン・プロヴァンス発 ［運行会社］AEVA TOURS

※11/1以降は条件が変更される場合があります。※悪天候（強風・雨天等）でカナイユ岬の道
路が封鎖される場合は、その他の見学箇所で時間調整します。※カシ発カランククルーズ（2～
11月）をご希望の場合、各自現地払いで乗船いただけます。※変更取消料として、参加日の（土
日祝、年末年始を除く）4日前からは50％、3日前からは100％を申し受けます。

FR471

日本語ドライバーガイド 2名催行

料　金 大人 162ユーロ　子供（2～10歳）113ユーロ　
催行日 火・木・土
出　発 9:00　エクス・アン・プロヴァンス・サントル（中央）駅正面玄関前
所要時間 約8時間
解　散 エクス・アン・プロヴァンス・サントル（中央）駅正面玄関前

セザンヌの絵画の風景と紺碧の海
出発▶ローヴの丘（写真ストップ）、セザンヌ街
道のサント・ヴィクトワール山（写真ストップ）▶
11:00 カナイユ岬（写真ストップ）、ポールミウ
（写真ストップ）▶カシの村（2時間）▶15:15 マ
ルセイユのノートルダムド・ラ・ガルド寺院（30
分）▶17:00 エクス・アン・プロヴァンス着

バスクの旅
エスプレット、サン・ジャン・ド・リュズ、サン・セバスチャン

ビアリッツ発 ［運行会社］AEVA TOURS

※11/1以降は条件が変更される場合があります。※バイヨンヌのホテル送迎は追加代金にて承
ります。お申し込み時にお知らせください。※お荷物はお1人様1個までとさせていただきます。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）4日前からは50％、3日前からは100％
を申し受けます。

FR389

日本語ドライバーガイド 2名催行

料　金 大人 204ユーロ　子供（2～10歳）143ユーロ　
催行日 月・火・木・金・土
出　発 9:00　ビアリッツ観光局
所要時間 約8時間
解　散 ビアリッツ観光局　※サン・セバスチャンでの離団も可能です。

独自の文化を育むヨーロッパの異郷
出発▶9:30 エスペレット(40分)▶10:20 アイノア
（写真ストップ）▶サール（写真ストップ）▶11:40 
サン・ジャン・ド・リュズ（1時間）▶13:30 サ
ン・セバスチャン（約2時間30分、※ご希望の方
は離団可能）▶17:00 ビアリッツ着
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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

専用車で行く  ヨーロッパのグランドキャニオン
絶景！ ヴェルドン渓谷 1日観光

ニース、カンヌ、アンティーブ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※お申し込み時に希望される発着都市とご宿泊ホテルをお知らせく
ださい。※険しい山道を通過します。車酔いにご注意ください。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100%を申し受けます。

1名催行

料　金 1名 920ユーロ、2名 460ユーロ、3名 340ユーロ、
 4名 260ユーロ、5名 220ユーロ、6名以上 180ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　(5/1、7/14、12/24・25・31、1/1を除く)
出　発 ［ニース］8:00　［カンヌ、アンティーブ］8:45　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約10時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

フランス人が愛する絶景ヴェルドン渓谷
出発▶ルゴン村、ヴェルドン渓谷にて絶景をお楽
しみください▶13:00 ムスティエ・サント・マ
リー着後、自由散策▶15:00 出発▶18:00 ニー
スまたはカンヌまたはアンティーブ着

プライベート

日本語ガイドと市バスで行く 
シャガール美術館とマティス美術館 半日観光

ニース発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ガイドによるホテルへのお迎え、お送りは
ニース市内が対象です。※美術館が当社の関与し得ない事由(ストライキ等)により突然閉館する
場合、催行を中止します。ツアー出発後に閉館した場合は返金できかねます。※ハイシーズン中
（5・7・8月）は、入場待ちで並ぶ可能性があります。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100％を申し受けます。

FR453

1名催行

料　金 1名 396ユーロ、2名 210ユーロ、3名 149ユーロ、
 4名 118ユーロ、5名    99ユーロ、6～9名    87ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 月・水～日（4/1・2、7/14、8/15、12/24・31を除く）
出　発 9:30、13:30　ニース市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間
解　散 ニース市内ご宿泊ホテルまたはご希望の場所

美術に精通したガイドとニースが誇る2美術館へ
【9:30出発の例】市バスでシャガール美術館へ 
▶10:00 シャガール美術館(入場)▶11:00 マチス
美術館に移動▶11:15 マチス美術館（入場）▶
12:30 ニース市内で終了

プライベート

日本語ガイドと列車で行く 
コクトーを巡る1日観光

ニース発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※美術館が当社の関与し得ない事由(ストライキなど)により突然閉館する場合、催行を中止します。 
※現地事情により、日程が変更あるいは帰着時刻が遅れる場合があります。※列車の遅延やスケジュー 
ル変更等によって生じる日程の変更、滞在時間の短縮については、弊社では責任を負いかねます。 
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100％を申し受けます。

FR457

2名催行

料　金 1名 550ユーロ、2名 300ユーロ、3名 217ユーロ、
 4名 176ユーロ、5名 151ユーロ、6～9名 134ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 月・水～金（4/2、5/10・21、8/15、11/15～12/15、12/26・31を除く）
出　発 9:45　ニース駅前観光案内所入口
所要時間 約7時間
解　散 ニース駅

南仏のジャン・コクトーの軌跡を追って
9:45 出発、列車でヴィルフランシュへ▶10:30 サンピエール礼拝堂（入場）▶11:15 
列車でマントンへ▶12:00 マントン着後、自由昼食▶13:30 コクトー美術館（入場）▶
14:45  マントン市庁舎・婚礼の間（入場）▶15:45 列車でニースへ▶16:30 ニース着

プライベート

日本語ガイドと行く　サン・ポール・ド・ヴァンスとマーグ財団美術館
ニース発 ［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ガイドによるホテルへのお迎え、お送りはニース市内が対象です。※美術館が当社の関与し得ない事由(ストライキなど)により突然閉館する場
合、催行を中止します。※現地事情により、日程が変更あるいは帰着時刻が遅れる場合があります。※路線バスの遅延やスケジュール変更等によって生じる日程の変更、滞在時間の短縮について
は、弊社では責任を負いかねます。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前からは100％を申し受けます。

専用車で行く
サン・ポール・ド・ヴァンスとマーグ財団美術館半日観光

FR454 路線バスで行く
サン・ポール・ド・ヴァンスとマーグ財団美術館半日観光

FR455 路線バスで行く　
ロザリオ礼拝堂とマーグ財団美術館1日観光

FR456

日本語ガイド 1名催行 日本語ガイド 1名催行

専用車で行く午前観光（9:30~13:30）
1名 720ユーロ、2名 370ユーロ、3名 265ユーロ、4名 203ユーロ、5名 166ユーロ、6名以上 141ユーロ

FR458

日本語ガイド 1名催行

9:00 専用車でサン・ 
ポール・ド・ヴァンスへ
▶9:45 着後、散策▶
10:45 専用車でマーグ
財団美術館へ▶10:50 
マーグ財団美術館（入
場）▶12:00 ニースへ
▶12:45 ニース着

料　金 1名 720ユーロ、2名 370ユーロ、
 3名 265ユーロ、4名 203ユーロ、
 5名 166ユーロ、6名以上 141ユーロ
 ※1名あたりの料金です。
 　料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日（5/1、7/14、12/24・25・31、1/1を除く）
出　発 9:30、14:00　ニース市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間45分
解　散 ニース市内ご宿泊ホテルまたはご希望の場所

料　金 1名 450ユーロ、2名 240ユーロ、
 3名 168ユーロ、4名 132ユーロ、
 5名 110ユーロ、6～10名   96ユーロ
 ※1名あたりの料金です。
 　料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日（5/1、7/14、12/24・25・31、1/1を除く）
出　発 9:15、13:15　ニース市内ご宿泊ホテル
所要時間 約3時間30分
解　散 サン・ポール・ド・ヴァンス市内

9:15 ホテル出発▶9:45 路
線バスでマーグ財団美術館
へ▶10:45 マーグ財団美術館
（入場）▶12:00 サン・ポー
ル・ド・ヴァンス中心地へ徒
歩で移動▶12:15 市内中心地着、散策▶12:45 お
すすめレストランまたは中心地で終了 ※サン・ポー
ル・ド・ヴァンスからニースへは各自お戻りください。

料　金 1名 550ユーロ、2名 289ユーロ、
 3名 204ユーロ、4名 161ユーロ、
 5名 135ユーロ、6～9名 118ユーロ
 ※1名あたりの料金です。
 　料金は申込人数により変動します。
催行日 火・木・金（5/1・8・10、11/1、11/13～12/21、12/25、1/1を除く）
出　発 9:15　ニース市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間
解　散 ニース市内メリディアンホテル近く

9:15 ホテル出発▶9:45 路線
バスでヴァンスへ▶10:49 ヴァ
ンス着、徒歩でロザリオ礼拝
堂へ▶11:05 ロザリオ礼拝堂
（入場）▶12:00 ヴァンスで自
由昼食▶13:35 路線バスでサン・ポール・ド・ヴァンス
へ▶13:42 着後、散策▶14:45 マーグ財団美術館（入
場）▶15:50 路線バスでニースへ▶17:15 ニース着

カンヌ発、モナコ発 ［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

コートダジュールの観光箇所を貸切ガイドのプライベー
トツアーで！ 港発着も可能ですのでクルーズ船の寄港地
観光にも最適です。詳細はお問い合わせください。

※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。

料　金　1名 720ユーロ、2名 370ユーロ、3名 265ユーロ、
 4名 203ユーロ、5名 166ユーロ、6名以上 141ユーロ

日本語ガイドと専用車で行く  カンヌ、アンティーブ午前観光 FR459

料　金　1名 396ユーロ、2名 204ユーロ、3名 140ユーロ、
 4名 108ユーロ、5名   89ユーロ、6～10名   77ユーロ

日本語ガイドと歩く  カンヌ午前観光～ミニトレインにも乗車 FR460

カンヌ発

料　金　1名 396ユーロ、2名 198ユーロ、3名 132ユーロ、
 4名   99ユーロ、5名   79ユーロ、6～10名   66ユーロ

日本語ガイドと市バスで行く  モナコ半日観光 FR461

料　金　1名 720ユーロ、2名 360ユーロ、3名 255ユーロ、
 4名 191ユーロ、5名 152ユーロ、6名以上 127ユーロ

日本語ガイドと専用車で行く   モナコ、エズ半日観光 FR462

モナコ発

FR380

ⒸGorges du Verdon
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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。34

料　金 1名 560ユーロ、2名 280ユーロ、3名 187ユーロ、
 4名 140ユーロ、5名 112ユーロ、6名以上 93ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 火～日　(5/1・8・10、7/14、8/15、11/1・11、12/25・26、

1/1、フェルベールの閉店日を除く)
出　発 8:00～10:00のお好きな時間
 ストラスブール市内ご宿泊ホテルまたはホテル・メルキュール・

ストラスブール・ガール・サントラル前（ストラスブール駅側）
所要時間 約9時間
解　散 ストラスブール市内ご宿泊ホテルまたは駅

ストラスブール発
専用車で行く 　アルザスの可愛い村めぐり1日観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

スケジュール（目安）

【10:00出発の例】
10:00 出発
11:15 「コンフィチュールの妖精」と称され

るクリスティーヌ・フェルベールの 
ショップ（約45分）

12:30 リクヴィール（自由散策と各自昼食、
約2時間30分）

 アルザスワイン街道のぶどう畑の風景
（車窓）

15:30 コルマール（自由散策、約2時間)
19:00 ストラスブール着

アルザス観光のハイライト
アルザス地方の必見ポイントを専用車で巡る1日観光。世界中のグルメを
虜にする「コンフィチュール（ジャム）の妖精」クリスティーヌ・フェルベー
ルのショップはドイツ国境近くの小さな村にありますが、専用車なら楽々ア
クセス。古からワイン作りの村として知られ、「ぶどう畑の真珠」とよばれる
リクヴィールは「フランスの最も美しい村」にも選ばれています。丘陵地
にぶどう畑の広がる美しい風景が楽しめるアルザスワイン街道、おとぎの
国のような可愛らしさのコルマールは、絶好の写真スポットです。電車や
バスの乗換やタクシー待ちの時間もなく、旅の時間を効率よく使えます。

FR387

※係員は含まれていません。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによってはホテル送迎サービスを手配できない場合があります。

料　金 1名 560ユーロ、2名 280ユーロ、3名 187ユーロ、
 4名 140ユーロ、5名 112ユーロ、6名以上 93ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 月～土　(4/2、5/1・8・10・21、7/14、8/15、11/1、
 12/24～26・31、1/1を除く)
出　発 9:00～10:00のお好きな時間
 ストラスブール市内ご宿泊ホテルまたはホテル・メルキュール・

ストラスブール・ガール・サントラル前（ストラスブール駅側）
所要時間 約9時間
解　散 ストラスブール市内ご宿泊ホテルまたは駅

ストラスブール発
専用車で行く　アルザスの古城とアルザスワイン発祥の地エギスハイム

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

スケジュール（目安）

【10:00出発の例】
10:00 出発
11:00 オークニクスブール城
  （自由見学、約1時間）
 ※入場料は含まれていません（目安9

ユーロ）
12:45 カイゼルスベルク
  （自由時間、各自昼食、約1時間45分）
15:00 エギスハイム
  （自由時間、約1時間30分)
17:15 アルザスのフルーツだけを使った「ニ

コルのジャム屋＝コンフィチュール・
エ・テロワー・ダルザス」訪問（約
30分）

19:00 ストラスブール着

アルザス地方を一望できる古城と可愛い村
古城オークニクスブール城は海抜720mの山頂に建ち、ヨーロッパ
中から古城ファンを惹きつけている名城。アルザスワイン街道の
村々が一望できる絶景は必見です。ローマ皇帝ゆかりの歴史ある
町カイゼルスベルク、白ワインの名産地で2013年の「フランス人
の好きな村」第1位の花があふれる「フランスの最も美しい村」エ
ギスハイム、地元でも注目の手作りジャム店「ニコルのジャム屋」
を専用車で巡ります。

FR427

※係員は含まれていません。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによってはホテル送迎サービスを手配できない場合があります。※入場料
は含まれていません。※ご希望の方にはエギスハイムのワインテイスティング(英語)を予約します(試飲料金の目安、お1人様10ユーロ程度、2名様より予約可、料金
は各自で現地払い）。※オークニクスブール城はベビーカーでの入場はできません。内部見学の際は多くの階段を上りますので歩きやすい靴でご参加ください。

専用車で行く 
アルザス陶器の村とパンデピス村 1日観光

ストラスブール発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※ご希望の方にはミッテルベルクハイムのワインテイスティング(英語)を予約い
たします(試飲料金の目安、1人10ユーロ程度、4杯のワインを試飲、2名様より予約可、料金は各自で現地
払い）。※昼食は含まれていません。※現地事情により、日程が変更、帰着時刻が遅れる場合があります。
出発後の返金はいたしかねます。※ホテルによってはホテル送迎サービスを手配できない場合があります。

FR428

1名催行

料　金 1名 560ユーロ、2名 280ユーロ、3名 187ユーロ、
 4名 140ユーロ、5名 112ユーロ、6名以上 93ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 月～金　(4/2、5/1・8・10・21、8/15、11/1、12/24～26・31、1/1を除く)
出　発 9:30　ストラスブール市内ご宿泊ホテルまたはホテル・メルキュール・

ストラスブール・ガール・サントラル前（ストラスブール駅側）
所要時間 約8時間30分
解　散 ストラスブール市内ご宿泊ホテルまたは駅

アルザスの伝統陶器と美しい村
伝統の陶器の村ベッチドルフ(約30分)▶陶器で
有名なスフレンハイム(約1時間)▶ワイン街道の
村ミッテルベルクハイム(約3時間)▶パンデピスの
村ゲルトヴィラー、老舗フォートウェンガー訪問

プライベート

専用車で行く  高級クリスタルブランド
ラリック美術館とバカラ村 1日観光

ストラスブール発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※ラリック美術館、バカラ村周辺にはお食事をする適当な場所が少ないため、昼
食はラリック美術館のレストランをおすすめします。ご希望の方にはレストランの座席予約を行います。飲食代
は当日直接レストランにお支払いください。※現地事情により、日程が変更、帰着時刻が遅れる場合がありま
す。出発後の返金はいたしかねます。※ホテルによってはホテル送迎サービスを手配できない場合があります。

FR429

1名催行

料　金 1名 630ユーロ、2名 330ユーロ、3名 225ユーロ、
 4名 173ユーロ、5名 141ユーロ、6名以上 120ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 火～日　(5/1・8・10、7/14、8/15、11/1・11、12/25・26、1/1～31を除く)
出　発 10:00～11:00のお好きな時間
 ストラスブール市内ご宿泊ホテルまたはホテル・メルキュール・ 

ストラスブール・ガール・サントラル前（ストラスブール駅側）
所要時間 約7時間30分
解　散 ストラスブール市内ご宿泊ホテルまたは駅

フランスが誇る高級クリスタルブランド
ラリック美術館を自由見学▶美術館のレストラン
にて各自昼食▶バカラ村にて20世紀の近代芸術
の至宝と称されるサンレミ教会を自由見学▶バカ
ラのクリスタル美術館自由見学（約90分）

プライベート

Ⓒ office de Tourisme d'Eguisheim et Environs

Ⓒ cha teau du Haut-Koenigsbourg

Ⓒ POTERIE BURGER Ⓒ Laurent Parrault
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